APPENDIX

B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リ
ファレンス
この付録には、Cisco MWR 2941-DC ルータ固有の新しいコマンドおよび改訂されたコマンドを英数字
順にリストしてあります。

（注）

Cisco IOS の全般的なリファレンスについては、Cisco IOS Software Releases 12.4T のマニュアルを参
照してください。Cisco MWR 2941-DC は、12.4T のマニュアルに掲載されているすべてのコマンドを
サポートしているわけではありません。
• atm ilmi-keepalive
• atm vc-per-vp
• backup delay
• backup peer
• bandwidth（ポリシー マップ クラス）
• bfd all-interfaces
• bfd interval
• cbr
• cdp enable
• cem-group
• class（ポリシー マップ）
• class cem
• class-map
• clear gsm-abis
• clear ip rtp header-compression
• controller
• controller shdsl
• cns config initial
• cns config partial
• cns config retrieve
• cns event
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• cns exec
• cns id
• cns image password
• cns image retrieve
• cns inventory
• cns password
• cns template connect
• cns trusted-server
• dejitter-buffer
• drop
• dscp
• dsl-group
• dsl operating-mode
• encapsulation（ATM）
• fair-queue（class-default）
• fair-queue（ポリシー マップ クラス）
• gsm-abis congestion abate
• gsm-abis congestion critical
• gsm-abis congestion enable
• gsm-abis congestion onset
• gsm-abis jitter
• gsm-abis local
• gsm-abis lost-recovery
• gsm-abis remote
• gsm-abis retransmit
• gsm-abis set dscp
• idle-pattern
• ima-group
• interface atm ima
• ip local interface
• ip multicast-routing
• ip ospf bfd
• ip pim
• ip pim rp-address
• ip rtp header-compression
• ip tcp header-compression
• ipran-mib backhaul-notify-interval
• ipran-mib location
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• ipran-mib snmp-access
• ipran-mib threshold-acceptable
• ipran-mib threshold-overloaded
• ipran-mib threshold-warning
• keepalive
• load-interval
• match any
• match atm-clp
• match cos
• match dscp
• match ip dscp
• match mpls experimental
• match precedence
• match qos-group
• match vlan（QoS）
• mode（ATM/T1/E1 コントローラ）
• mpls ip（グローバル コンフィギュレーション）
• mpls ip（インターフェイス コンフィギュレーション）
• mpls ldp router-id
• neighbor（OSPF）
• neighbor remote-as（BGP）
• network-clock-select
• network-clock-select hold-timeout
• network-clock-select input-stratum4
• network-clock-select mode
• payload-size
• police（割合）
• police（ポリシー マップ）
• police（2 つのレート）
• police rate（コントロール プレーン）
• policy-map
• preferred-path
• priority
• protocol（ATM）
• pseudowire-class
• ptp announce
• ptp clock-destination
• ptp clock-source
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• ptp delay-req interval
• ptp delay-req unicast
• ptp domain
• ptp enable
• ptp master
• ptp min-timing-pkt-size
• ptp mode
• ptp priority1
• ptp priority2
• ptp slave
• ptp sync interval
• ptp two-steps
• pw-pvc
• queue-limit
• random-detect
• random-detect atm-clp-based
• random-detect cos-based
• random-detect discard-class
• random-detect discard-class-based
• random-detect dscp
• random-detect dscp（集約）
• random-detect ecn
• random-detect exponential-weighting-constant
• random-detect precedence-based
• recovered-clock slave
• recovered-clock recovered
• router bgp
• router isis
• router ospf
• service-policy
• service-policy（クラス マップ）
• service-policy（ポリシー マップ クラス）
• set atm-clp
• set cos
• set cos cos-inner（ポリシー マップ コンフィギュレーション）
• set cos-inner
• set cos-inner cos
• set discard-class
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• set dscp
• set fr-de
• set ip dscp
• set ip dscp（ポリシー マップ コンフィギュレーション）
• set ip dscp tunnel
• set ip precedence（ポリシー マップ コンフィギュレーション）
• set ip precedence（ポリシー マップ）
• set ip precedence（ルート マップ）
• set ip precedence tunnel
• set ip tos（ルート マップ）
• set network-clocks
• set precedence
• set qos-group
• shape
• shape（割合）
• shape（ポリシー マップ クラス）
• shape max-buffers
• shdsl annex
• shdsl rate
• show adjacency
• show atm cell-packing
• show cem circuit
• show cem platform
• show connection
• show controller
• show cns config connections
• show cns config outstanding
• show cns config stats
• show cns event connections
• show cns event stats
• show cns event subject
• show cns image connections
• show cns image inventory
• show cns image status
• show dsl interface atm
• show gsm-abis efficiency
• show gsm-abis errors
• show gsm-abis packets
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• show gsm-abis peering
• show gsm-abis traffic
• show interface switchport backup
• show ip mroute
• show ip rtp header-compression
• show ip tcp header-compression
• show mpls l2transport vc
• show network-clocks
• show platform hardware
• show policy-map
• show policy-map interface
• show ppp multilink
• show ptp clock
• show ptp foreign-master-record
• show ptp parent
• show ptp port
• show ptp time-property
• show xconnect
• snmp-server enable traps ipran
• snmp-server enable traps ipran alarm-gsm
• snmp-server enable traps ipran util
• switch l2trust
• switchport backup
• switchport stacking-partner
• termination
• tunnel destination
• tunnel source
• ubr+
• vbr-nrt
• vbr-rt
• xconnect
• xconnect logging redundancy
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atm ilmi-keepalive
Interim Local Management Interface（ILMI）キープアライブをイネーブルにするには、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードで atm ilmi-keepalive コマンドを使用します。ILMI キープアラ
イブをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

atm ilmi-keepalive [seconds]
no atm ilmi-keepalive [seconds]

シンタックスの説明

seconds

デフォルト

3秒

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.0
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

例

（任意）キープアライブ間の秒数。3 秒以下の値は 3 秒に切り上げられます。上限は
ありません。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

次に、ATM インターフェイス 1/0 の ILMI キープアライブをイネーブルにする例を示します。
interface atm 1/0
atm address-registration
atm ilmi-keepalive

関連コマンド

コマンド

説明

atm address-registration

ルータが ILMI でアドレス登録とコールバックの機能を果たせ
るようにします。
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atm vc-per-vp

atm vc-per-vp
Virtual Path Identifier（VPI; 仮想パス識別子）ごとにサポートするために仮想チャネル識別子（VCI）
の最大数を設定するには、atm vc-per-vp インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用
します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

atm vc-per-vp number
no atm vc-per-vp

シンタックスの説明

number

VPI ごとにサポートする VCI の最大数。次の値を指定できます。
• 16
• 128
• 256
• 1024
• 2048
• 4096
• 16384
• 65536

デフォルト

1024

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.0
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドは、ATM Interface Processor（AIP; ATM インターフェイス プロセッサ）、ATM ポート
アダプタ、ATM ネットワーク モジュール、またはネットワーク プロセッサ モジュール（NPM）での
VCI テーブルを扱うためのメモリの割り当てを制御します。このコマンドは、VPI ごとにサポートす
る VCI の最大数を定義します。VCI の数を制限するわけではありません。
無効な VCI は、警告メッセージを発生させます。
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atm vc-per-vp

（注）

1 つのインターフェイスで atm vc-per-vp コマンドの値を変更すると、その変更は、そのネットワーク
モジュール上のすべてのインターフェイスに影響します。
表 1 に、指定可能な VCI の範囲と対応する VPI の範囲を示します。
表 1

例

Cisco 2600 および 3600 シリーズ、IMA 付きの VCI と VPI の範囲

VCI の範囲

VPI の範囲

0 ～ 255

0 ～ 15、64 ～ 79、128 ～ 143、192 ～ 207

0 ～ 511

0 ～ 15、64 ～ 79

0 ～ 1023

0 ～ 15

次に、VPI ごとの VCI の最大数を 512 に設定する例を示します。
Router(config)# interface atm1/0
Router(config-if)# atm vc-per-vp 512

関連コマンド

コマンド

説明

pvc

PVC インターフェイスを設定します。
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backup delay

backup delay
プライマリ疑似回線（PW）Virtual Circuit（VC; 仮想回線）がダウンした後バックアップ PW VC が動
作を再開するまでの待ち時間を指定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードまた
は xconnect コンフィギュレーションモードで backup delay コマンドを使用します。デフォルトに戻
して、プライマリに障害が発生したら遅延なくただちにセカンダリが稼動し始めるようにするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

backup delay enable-delay {disable-delay | never}
no backup delay enable-delay {disable-delay | never}

シンタックスの説明

enable-delay

disable-delay

never

プライマリ PW VC がダウンしてから Cisco IOS ソフトウェアがセカンダリ
PW VC を有効にするまでの経過時間（秒数）。指定できる値の範囲は
0 ～ 180 です。デフォルトは 0 です。
プライマリ PW VC がアップしてから Cisco IOS ソフトウェアがセカンダリ
PW VC を無効にするにするまでの経過時間（秒数）。指定できる値の範囲は
0 ～ 180 です。デフォルトは 0 です。
プライマリ PW VC が再び使用可能になっても、セカンダリ PW VC に障害
が起きないかぎり、セカンダリ PW VC はプライマリ PW VC にフォール
バックしません。

デフォルト

フェールオーバーが発生すると、xconnect 冗長性アルゴリズムにより冗長性グループ内のバックアッ
プ メンバーかプライマリ メンバーに即座に切り替わるか、フォール バックします。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

xconnect コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.2(33)SRB1
12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB1 に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

次に、1 つの冗長ピアを使用する Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル ス
イッチング）xconnect の例を示します。セカンダリ VC に切り替わると、セカンダリ VC で障害が発
生しないかぎりプライマリ VC にフォール バックされません。

例

Router# config t
Router(config)# pseudowire-class mpls
Router(config-pw-class)# encapsulation mpls
Router(config-pw-class)# exit
Router(config)# interface atm1/0
Router(config-if)# xconnect 10.0.0.1 50 pw-class mpls
Router(config-if-xconn)# backup peer 10.0.0.2 50
Router(config-if-xconn)# backup delay 0 never
Router(config-if-xconn)# exit
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Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

次に、1 つの冗長ピアを使用する MPLS xconnect の例を示します。PW が 3 秒間ダウンしないかぎり、
切り替えは開始されません。セカンダリ VC に切り替わった後は、プライマリ VC が再確立されアップ
してから 10 秒間経過するまでプライマリにフォール バックされません。
Router# config t
Router(config)# pseudowire-class mpls
Router(config-pw-class)# encapsulation mpls
Router(config-pw-class)# exit
Router(config)# interface atm1/0
Router(config-if)# xconnect 10.0.0.1 50 pw-class mpls
Router(config-if-xconn)# backup peer 10.0.0.2 50
Router(config-if-xconn)# backup delay 3 10
Router(config-if-xconn)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

backup peer

PW VC の冗長ピアを設定します。
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backup peer

backup peer
疑似回線（PW）Virtual Circuit（VC; 仮想回線）の冗長ピアを指定するには、インターフェイス コン
フィギュレーション モードまたは xconnect コンフィギュレーションモードで backup peer コマンドを
使用します。冗長ピアを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

backup peer peer-router-ip-addr vcid [pw-class pw-class-name]
no backup peer peer-router-ip-addr vcid

シンタックスの説明

peer-router-ipaddr
vcid
pw-class
pw-class-name

リモート ピアの IP アドレス
レイヤ制御チャネルの各終端にあるルータ間の VC の 32 ビット識別情報
（任意）PW タイプ。指定しない場合、PW タイプは親の xconnect から継承されま
す。
（任意）PW クラスを確立したときに作成した PW の名前

デフォルト

冗長ピアは確立されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

xconnect コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(31)S
12.2(28)SB
12.4(11)T
12.2(33)SRB
12.2(33)SXI
12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(11)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

使用上のガイドライン

peer-router-ip-addr 引数と vcid 引数の組み合わせは、ルータ上で一意にする必要があります。

例

次に、1 つの冗長ピアを使用する MPLS xconnect の例を示します。
Router# config t
Router(config)# pseudowire-class mpls
Router(config-pw-class)# encapsulation mpls
Router(config-pw-class)# exit
Router(config)# interface atm1/0
Router(config-if)# xconnect 10.0.0.1 100 pw-class mpls
Router(config-if-xconn)# backup peer 10.0.0.2 200
Router(config-if-xconn)# exit
Router(config-if)# exit
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Router(config)# exit

次に、ATM インターフェイスのバックアップ ピアのコンフィギュレーション例を示します。
Router# config t
Router(config)# pseudowire-class mpls
Router(config-pw-class)# encapsulation mpls
Router(config-pw-class)# exit
Router(config)# interface atm0/1
Router(config-if)# xconnect 10.0.0.2 1 pw-class mpls
Router(config-if-xconn)# backup peer 10.0.0.2 100 pw-class mpls
Router(config-if-xconn)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

backup delay

プライマリ PW VC がダウンしてからバックアップ PW VC が動作を
再開するまでの待ち時間を指定します。
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bandwidth（ポリシー マップ クラス）

bandwidth（ポリシー マップ クラス）
ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅を指定または変更するには、あるいは ATM
オーバーヘッド アカウンティングをイネーブルにするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレー
ション モードで bandwidth コマンドを使用します。クラスに指定されている帯域幅を削除するには、
または ATM 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には、このコマンドの no 形式を
使用します。

bandwidth {bandwidth-kbps | remaining percent percentage | percent percentage}
no bandwidth

シンタックスの説明

bandwidth-kbps

クラスに割り当てる帯域幅の量（kbps）。帯域幅の量は、使用中のインター
フェイスとプラットフォームに応じて変わります。

remaining percent
percentage
percent percentage

使用可能な帯域幅に対する相対パーセントに基づいた保証帯域幅の割合。指
定できる値の範囲は 1 ～ 100 です。
保証帯域幅の割合は、プライオリティ クラスのために設定される使用可能な
帯域幅に対する絶対比率に基づきます。指定できる値の範囲は 1 ～ 100 です。

aal3

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 レイヤ 5 を指定します。aal3 または aal5 のいずれ
かを指定する必要があります。

user-defined

ルータが ATM オーバーヘッドを計算する際にオフセット サイズを使用する
ように指定します。

offset

ATM オーバーヘッドを計算する際のオフセット サイズを指定します。
-63 ～ 63 バイトの範囲内の値を指定できます。
（注）

atm

user-defined offset オプションを指定しなかった場合、ルータがオフ
セット サイズを設定します。

ATM オーバーヘッドの計算に ATM セル タックスを適用します。
（注）

offset オプションと atm オプションの両方を設定すると、オフセッ
ト サイズに対するパケット サイズの調整が行われてから、ATM セ
ル タックスが追加されます。

コマンドのデフォルト

帯域幅は指定されません。

ATM オーバーヘッド アカウンティングはディセーブルです。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)T
12.0(5)XE

このコマンドが追加されました。

12.0(7)T
12.0(17)SL

B-14

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合され、Versatile
Interface Processor（VIP）対応の Cisco 7500 シリーズ ルータに実装されま
した。

percent キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに追加されました。
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リリース

変更点

12.0(22)S

percent キーワードのサポートが Cisco 10000 シリーズ ルータに追加されま
した。

12.0(23)SX

remaining percent キーワードのサポートが Cisco 10000 シリーズ ルータ
に追加されました。

12.1(5)T
12.2(2)T
12.2(28)SB
12.2(31)SB
12.4(20)MR2

このコマンドが VIP 対応の Cisco 7500 シリーズ ルータに実装されました。

remaining percent キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが、Cisco 10000 シリーズ ルータの PRE3 に追加され、PRE3
向け Cisco 10000 シリーズ ルータでの ATM オーバーヘッド アカウンティ
ング用に機能拡張されました。

12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.2(31)SB6

このコマンドが ATM オーバーヘッドを計算する際のオフセット サイズを指
定するように機能強化され、PRE3 向け Cisco 10000 シリーズ ルータに実装
されました。

12.2(33)SRC
12.2(33)SB
12.4(20)T

Cisco 7600 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
Cisco 7300 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
モジュール式 Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス
（CLI）（MQC）を使用した階層型キューイング フレームワーク（HQF）の
サポートが追加されました。

Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

ポリシー マップ コンフィギュレーション
class-map コマンドで定義されたクラスのポリシー マップを設定する際に、bandwidth コマンドを使
用します。bandwidth コマンドは、そのクラス内のトラフィックの帯域幅を指定します。クラスベー
ス WFQ（CBWFQ）は、クラスに属するパケットの重みを、そのクラスに割り当てられている帯域幅
から導出します。次に、CBWFQ はこの重みを使用して、クラスのキューが適正に処理される状態を
保証します。
帯域幅を持つ完全プライオリティの設定
完全プライオリティで設定できるクラスは 1 つだけです。その他のクラスは、プライオリティの設定も
帯域幅の設定も持てません。他のクラスの最小帯域幅を設定するには、bandwidth remaining percent
コマンドを使用します。

% での帯域幅の指定
kbps 単位で帯域幅の量を指定する以外に、使用可能な帯域幅または総帯域幅に対するパーセント比率
で帯域幅を指定することもできます。輻輳の発生中には、そのクラスは、設定されている帯域幅比率に
比例した帯域幅で処理されます。帯域幅のパーセント比率は、インターフェイスの帯域幅または階層型
ポリシーで使用されている場合の帯域幅に基づきます。使用可能な帯域幅とは、インターフェイスの帯
域幅から リソース予約プロトコル（RSVP）機能、IP RTP プライオリティ機能、低遅延キューイング
（LLQ）機能に予約されているすべての帯域幅の合計を差し引いた帯域幅です。
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（注）

bandwidth remaining percent コマンドが設定されていると、確実な保証帯域幅が提供されない場合が
あり、相対的な帯域幅しか確保されないことを念頭に置いておいてください。つまり、クラスの帯域幅
は、常にインターフェイスの帯域幅に対する指定されたパーセント比率に比例します。リンク帯域幅が
固定されている場合、クラス保証帯域幅は、設定されているパーセント比率に比例します。リンク帯域
幅がわからないか変動する場合、ルータは、kbps でのクラス保証帯域幅を計算することができません。
ルータは、指定された帯域幅をインターフェイス速度の 1/255（ESR–PRE1）または 1/65,535
（ESR–PRE2）の最も近い倍数に変換します。実際の帯域幅を表示するには、show policy-map
interface コマンドを使用します。

制限事項

bandwidth コマンドには、次の制限事項があります。
• 設定する帯域幅の量は、レイヤ 2 オーバーヘッドも十分処理できる量にする必要があります。
• ポリシー マップでは、すべてのクラス帯域幅を kbps で指定することも、すべてのクラス帯域幅を
パーセント比率で指定することもできますが、同じクラス内で両者を混在させることはできませ
ん。ただし、プライオリティ クラスでの priority コマンドの単位は、非プライオリティ クラスの
帯域幅単位とは異なっていてもかまいません。

• そのインターフェイスのサービス ポリシーを定めるために、クラス ポリシー設定を含むポリシー
マップがインターフェイスにアタッチされている場合は、bandwidth percent コマンドを設定する
と、利用可能な帯域幅が評価されます。インターフェイスの帯域幅が不十分なことが原因で、特定
のインターフェイスにポリシー マップがアタッチできない場合、そのポリシーは、正常にアタッ
チされていたすべてのインターフェイスから削除されます。この制限事項は、bandwidth
remaining percent コマンドには該当しません。

関連コマンド
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コマンド

説明

class（ポリシー マップ）

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更す
るクラスの名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default
クラスとして知られるクラス）を指定します。

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス
マップを作成します。

max-reserved-bandwidth

CBWFQ、LLQ、および IP RTP プライオリティに割り当てるイ
ンターフェイス帯域幅のパーセント比率を変更します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシー
を指定するためのポリシー マップを作成または変更します。

priority

ポリシー マップに属するトラフィックのクラスのプライオリ
ティを指定します。

queue-limit

ポリシー マップで設定されているクラス ポリシーのために
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。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの
設定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべての
クラスの設定を表示します。

show policy-map interface

指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、ある
いはそのインターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス
ポリシーに設定されているすべてのクラスのパケット統計情報を
表示します。
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bfd all-interfaces
ルーティング プロセスに参加しているすべてのインターフェイスの Bidirectional Forwarding
Detection（BFD; 双方向フォワーディング検出）をイネーブルにするには、ルータ コンフィギュレー
ション モードで bfd all-interfaces コマンドを使用します。すべてのインターフェイスの BFD をディ
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

bfd all-interfaces
no bfd all-interfaces

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンドのデフォルト

BFD が、ルーティング プロセスに参加しているインターフェイス上でイネーブルになりません。

コマンド モード

ルータ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(18)SXE
12.0(31)S
12.4(4)T
12.2(33)SRA
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(4)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

障害検出のために BFD を使用するようにルーティング プロトコルを設定する方法は 2 通りあります。
ルーティング プロトコルのすべてのネイバーの BFD をイネーブルにするには、ルータ コンフィギュ
レーション モードで bfd all-interfaces コマンドを入力します。すべてのインターフェイス上で BFD
をイネーブルにすることはしたくない場合は、ルータ コンフィギュレーション モードで bfd interface
コマンドを入力します。

例

次に、すべての Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）ネイバーの BFD をイネーブルに
する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router isis tag1
Router(config-router)# bfd all-interfaces
Router(config-router)# end
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bfd all-interfaces

次に、すべての Open Shortest Path First（OSPF）ネイバーの BFD をイネーブルにする例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 123
Router(config-router)# bfd all-interfaces
Router(config-router)# end

関連コマンド
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コマンド

説明

bfd
bfd interface

インターフェイスのベースライン BFD セッション パラメータを設定します。

BFD ピアに対してインターフェイスごとに BFD をイネーブル化します。
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bfd interval
インターフェイスに対してベースライン Bidirectional Forwarding Detection（BFD; 双方向フォワー
ディング検出）セッション パラメータを設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション
モードで bfd コマンドを使用します。ベースライン BFD セッション パラメータを削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。

bfd interval milliseconds min_rx milliseconds multiplier multiplier-value
no bfd interval milliseconds min_rx milliseconds multiplier multiplier-value

シンタックスの説明

interval milliseconds
min_rx milliseconds

BFD 制御パケットが BFD ピアに送信される速度を指定します。
milliseconds 引数に指定できる時間は、50 ～ 999 ミリ秒（ms）です。
BFD 制御パケットが BFD ピアで受信されるものと期待される速度を指定
します。milliseconds 引数に指定できる時間は、1 ～ 999 ミリ秒（ms）で
す。

multiplier
multiplier-value

BFD ピアから連続して紛失してよい BFD 制御パケットの数を指定します。
この数に達すると、BFD はそのピアが利用不可になっていることを宣言
し、レイヤ 3 BFD ピアに障害が伝えられます。multiplier-value 引数に指定
できる値の範囲は、3 ～ 50 です。

コマンドのデフォルト

ベースライン BFD セッション パラメータの設定はありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(18)SXE
12.0(31)S
12.4(4)T
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

例

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(4)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

次に、FastEthernet インターフェイス 3/0 の BFD セッション パラメータを設定する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface vlan1
Router(config-if)# bfd interval 50 min_rx 3 multiplier 3
Router(config-if)# end
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bfd interval

関連コマンド

コマンド

説明

bfd all-interfaces
bfd interface
ip ospf bfd

BFD ピアのすべてのインターフェイスの BFD をイネーブルにします。
BFD ピアに対してインターフェイスごとに BFD をイネーブル化します。
OSPF に設定されている特定のインターフェイスの BFD をイネーブルにし
ます。
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cbr
ATM 相手先固定接続（PVC）の ATM 回線エミュレーション サービス（CES）の固定ビット レート
（CBR）を設定するには、適切なコンフィギュレーション モードで cbr コマンドを使用します。デフォ
ルトに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

cbr rate
no cbr rate

シンタックスの説明

rate

コマンドのデフォルト

CBR は設定されていません。

コマンド モード

interface-ATM-VC コンフィギュレーション（ATM PVC および SVC の場合）
PVC 範囲コンフィギュレーション（ATM PVC 範囲の場合）
PVC-in-range コンフィギュレーション（PVC 範囲内の個々の PVC の場合）
ATM PVP コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0
12.1(5)T

このコマンドが Cisco MC3810 の ATM CES に追加されました。

ATM CES の固定ビット レート（平均セル レートとも呼ばれます）。有効値
の範囲は 32 ～ 1920 kbps です。

このコマンドが、PVC 範囲コンフィギュレーション モードおよび
PVC-in-range コンフィギュレーション モードで使用できるようになりまし
た。

12.2(5)

Cisco 7200 シリーズ ルータの PA-A3 ポート アダプタのサポートが追加さ

12.2(7)

Cisco 7500 シリーズ ルータの PA-A3 ポート アダプタのサポートが追加さ

れました。
れました。

12.2(33)SRA
12.2SX

Cisco IOS XE Release
2.3
12.4(20)MR

例

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが、ATM PVP コンフィギュレーション モードで使用できる
ようになりました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

次に、ATM PVC 20 の固定ビット レートを設定する例を示します。
pvc 20
cbr 56
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cbr

関連コマンド
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コマンド

説明

pvc

ATM PVC に名前を割り当て、ATM PVC のカプセル化タイプを指定し、
interface-ATM-VC コンフィギュレーション モードに入ります。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス
cdp enable

cdp enable
インターフェイスの Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）をイネーブルにするに
は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで cdp enable コマンドを使用します。インター
フェイスの CDP をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

cdp enable
no cdp enable

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

グローバル レベルおよびサポートされているすべてのインターフェイス上でイネーブルになっています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.3
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

使用上のガイドライン

CDP は、CDP 情報の送受信ができるように、グローバル レベルおよびサポートされる各インターフェ
イスでデフォルトでイネーブルです。ただし、ATM インターフェイスなどのように、インターフェイ
スによっては CDP をサポートしないものがあります。

（注）

cdp enable、cdp timer、および cdp run コマンドは、IP オンデマンド ルーティング機能（つまり、
router odr グローバル コンフィギュレーション コマンド）の動作に影響を及ぼします。router odr コ
マンドの詳細については『Cisco IOS Command Reference, Volume 2 of 3: Routing Protocols』の
「On-Demand Routing Commands」を参照してください。
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cdp enable

次に、イーサネット 0 のインターフェイスでだけ CDP をディセーブルにする例を示します。

例

Router# show cdp
Global CDP information
Sending CDP packets every 60 seconds
Sending a holdtime value of 180 seconds
Sending CDPv2 advertisements is enabled
Router# config terminal
Router(config)# interface ethernet 0
Router(config-if)# no cdp enable

関連コマンド

コマンド

説明

cdp run
cdp timer

シスコ製デバイスの CDP を再びイネーブルにします。

Cisco IOS ソフトウェアが CDP アップデートを送信する頻度を指定
します。

router odr
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ハブ ルータのオンデマンド ルーティングをイネーブルにします。
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cem-group
T1 または E1 回線の 1 つまたは複数のタイムスロットから Circuit Emulation（CEM）チャネルを作成
するには、コントローラ コンフィギュレーション モードで cem-group コマンドを使用します。CEM
グループを削除し、関連するタイムスロットを解放するには、このコマンドの no 形式を使用します。

cem-group group-number {unframed | timeslots time-slot-range}
no cem-group group-number

シンタックスの説明

group-number

このタイムスロット グループに使用される CEM 識別番号を指定します。

• T1 ポートの場合、指定できる値の範囲は 0 ～ 23 です。
• E1 ポートの場合、指定できる値の範囲は 0 ～ 30 です。

unframed
timeslots

回線のフレーム構成構造を指定せずに、すべてのタイムスロットを含む
1 つの CEM チャネルを作成することを指定します。

time-slot-range 引数で指定されるタイムスロットのリストを使用すること
を指定します。

time-slot-range：CEM チャネルに含めるタイムスロットを指定します。タ
イムスロットのリストには、数字の間にカンマおよびハイフンを使用でき
ますがスペースは使用できません。

デフォルト

CEM グループは定義されていません。

コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(7)T
12.4(12)MR2

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(12)MR2 に統合されました。

使用上のガイドライン

T1 または E1 ポート上に CEM チャネルを作成するには、このコマンドを使用します。

例

次に、CEM チャネルを作成する例を示します。

SATOP
Router# config t
Router(config)# controller el 0/0
Router(config-controller)# cem-group 0 unframed
Router(config-controller)# exit
Router(config)# interface cem 0/0
Router(config-if)# cem 0
Router(config-if-cem)# xconnect 10.10.10.10 200 encapsulation mpls
Router(config-if-cem-xconn)# exit
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cem-group

Router(config-if-cem)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

CESoPSN
Router# config t
Router(config)# controller el 0/1
Router(config-controller)# cem-group 0 timeslots 1-31
Router(config-controller)# exit
Router(config)# interface cem 0/1
Router(config-if)# cem 0
Router(config-if-cem)# xconnect 10.10.10.10 200 encapsulation mpls
Router(config-if-cem-xconn)# exit
Router(config-if-cem)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

B-26

コマンド

説明

cem

回線エミュレーション コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
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class（ポリシー マップ）
ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定するには、またはクラスのポリシーを設定する前に
デフォルト クラス（一般に class-default クラスとして知られるクラス）を指定するには、ポリシー
マップ コンフィギュレーション モードで class コマンドを使用します。ポリシー マップからクラスを
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

class {class-name | class-default [fragment fragment-class-name]} [insert-before
class-name] [service-fragment fragment-class-name]
no class {class-name | class-default}

シンタックスの説明

class-name

設定するクラス、またはポリシーを編集するクラスの名前を指定します。
クラス名は、クラス マップと、ポリシー マップでのクラスのポリシーの設
定の両方に使用されます。

class-default

デフォルト クラスを指定します。これにより、そのポリシーを設定したり
変更したりできるようになります。

fragment
fragment-class-name
insert-before
class-name

（任意）デフォルト トラフィック クラスをフラグメントに指定し、フラグ
メント トラフィック クラスに名前を付けます。
（任意）既存の任意の 2 つのクラス マップ間にクラス マップを追加します。
既存の 2 つのクラス マップ間に新しいクラス マップを挿入すると、既存の
ポリシー マップ コンフィギュレーションの柔軟性が向上します。このオプ
ションを指定しないと、クラス マップはポリシー マップの末尾に追加され
ます。
このキーワードは、Flexible Packet Matching（FPM）ポリシーでだけサ
ポートされています。

service-fragment
fragment-class-name

（任意）クラスがフラグメントのコレクションを分類するように指定しま
す。このクラスにより分類されるフラグメントは、すべて同じ
fragment-class-name を共有している必要があります。

コマンドのデフォルト

クラスの指定はありません。

コマンド モード

ポリシー マップ コンフィギュレーション（config-pmap）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)T
12.0(5)XE
12.0(7)S
12.1(1)E
12.2(14)SX
12.2(17d)SXB

このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXE

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(7)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(1)E に統合されました。
このコマンドのサポートが、Cisco 7600 ルータに追加されました。
このコマンドが、Cisco 7600 ルータに実装され、Cisco IOS Release
12.2(17d)SXB に統合されました。
class-default キーワードが Cisco 7600 ルータに追加されました。
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リリース

変更点

12.4(4)T
12.2(28)SB
12.2(31)SB2
12.2(18)ZY

insert-before class-name オプションが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが、Cisco 10000 シリーズ ルータの PRE3 に追加されました。
insert-before class-name オプションが、Catalyst 6500 シリーズの
Programmable Intelligent Services Accelerator（PISA）が搭載されている
スイッチの Cisco IOS Release 12.2(18)ZY に統合されました。
このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
fragment fragment-class-name および service-fragment
fragment-class-name オプションが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

ポリシー マップ コンフィギュレーション モード
ポリシー マップ内で、class （ポリシー マップ）コマンドを使用すれば、ポリシーを作成または変更す
るクラスの名前を指定できます。まず、ポリシー マップを指定する必要があります。
ポリシー マップを指定する（および、必要なポリシー マップ コンフィギュレーション モードに入る）
には、class （ポリシー マップ）コマンドを使用する前に、policy-map コマンドを使用します。ポリ
シー マップを指定した後は、新しいクラスのポリシーを設定したり、そのポリシー マップ内の任意の
既存クラスのポリシーを変更したりできます。

クラスの特性

class-map コマンドを使用して設定すると、ポリシー マップ内で指定したクラス名により、そのクラ
スの特性（つまりそのポリシー）が、クラス マップおよびその一致基準と結び付けられます。
クラスのポリシーを設定し、その帯域幅を指定し、ポリシー マップをインターフェイスに割り当てる
と、クラス ベース Weighted Fair Queueing（CBWFQ）によって、そのクラスの帯域幅要件が満たされ
ているかどうかが判断されます。満たされていれば、CBWFQ がその帯域幅要件のキューを割り当て
ます。
クラスが削除されると、インターフェイスに使用できる帯域幅が、そのクラスにそれまで割り当てられ
ていた量だけ増加します。
ルータに（つまり 1 つのポリシー マップ内で）設定できるクラスの最大数は、64 個です。

定義済みのデフォルト クラス
class-default と呼ばれる定義済みのデフォルト クラスを指定するには、class-default キーワードを使
用します。class-default クラスは、トラフィックがクラス マップ内で設定されているどの一致基準と
も一致しない場合に、そのトラフィックが送られるクラスです。
テール ドロップまたは WRED
クラス ポリシーを定義するには、テール ドロップを使用するか（queue-limit コマンドを実行）、また
は Weighted Random Early Detection（WRED）を使用（random-detect コマンドを実行）することが
できます。テール ドロップまたは WRED を使用する場合は、次の点に注意してください。

• queue-limit コマンドと random-detect コマンドの両方を同じクラス ポリシー内で使用すること
はできませんが、同じポリシー マップ内の 2 つのクラス ポリシー内で使用することは可能です。
• クラス ポリシー内で queue-limit コマンドまたは random-detect コマンドのいずれかが設定され
ている場合は、bandwidth コマンドを設定できます。bandwidth コマンドは、クラスに割り当て
られる帯域幅の量を指定します。
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• 定義済みのデフォルト クラスでは、fair-queue（class-default）コマンドを設定できます。
fair-queue コマンドは、デフォルト クラスのダイナミック キューの数を指定します。fair-queue
コマンドは、queue-limit コマンドまたは random-detect コマンドと同じクラス ポリシー内で使
用できます。bandwidth コマンドと一緒に使用することはできません。
フラグメント
デフォルト トラフィック クラスは、ポリシー マップ クラス ステートメントで fragment キーワードを
使用して、フラグメントとしてマークされています。これにより、フラグメントを分類して、複数のフ
ラグメントをまとめて service-fragment キーワードを使用して作成した別のポリシー マップに入れる
ことができます。フラグメントが使用されると、フラグメントとしてマークされているデフォルト ト
ラフィック クラスに、デフォルト以外のトラフィック クラスとは別に、QoS が適用されます。
フラグメントを使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。

• フラグメントとしてマークできるのは、デフォルト トラフィック クラスだけです。
• デフォルト クラス ステートメントでの fragment fragment-class-name オプションが、デフォルト
クラスをフラグメントとしてマークします。

• ポリシー マップ内でクラスを定義しているときに service-fragment fragment-class-name オプ
ションを使用すると、同じ fragment-class-name を共有するすべてのフラグメントを含むモジュー
ル式 QoS CLI でのトラフィックのクラスを指定できます。
• フラグメントは、同一物理インターフェイス内でしか使用できません。同じ fragment-class-name
を共有し、異なるインターフェイス上にあるフラグメントを持つポリシー マップを、
service-fragment fragment-class-name オプションを持つクラスを使用してひとまとめに分類する
ことはできません。

例

次に、policy1 というポリシー マップに含まれる 3 つのクラス ポリシーを設定する例を示します。
class1 は、アクセス コントロール リスト 136 に一致するトラフィックのポリシーを指定します。
class2 は、CoS 値が 2 のトラフィックのポリシーを指定します。3 つ目のクラスは、設定済みの一致基
準を満たさないパケットが送られるデフォルト クラスです。
! The following commands create class-maps class1 and class2
! and define their match criteria:
class-map class1
match access-group 136
class-map class2
match cos 2

! The following commands create the policy map, which is defined to contain policy
! specification for class1, class2, and the default class:
policy-map policy1
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# bandwidth 2000
Router(config-pmap-c)# queue-limit 40
Router(config-pmap)# class class2
Router(config-pmap-c)# bandwidth 3000
Router(config-pmap-c)# random-detect
Router(config-pmap-c)# random-detect exponential-weighting-constant 10
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue 16
Router(config-pmap-c)# queue-limit 20

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

B-29

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス

class（ポリシー マップ）

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth（ポリシー マップ ク

ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅を指定
または変更します。

ラス）

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス
マップを作成します。

fair-queue（class-default）

デフォルト クラス ポリシーの一部として class-default クラスで
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。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシー
を指定するためのポリシー マップを作成または変更します。

queue-limit

ポリシー マップで設定されているクラス ポリシーのために
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。

random-detect（インターフェイ WRED または DWRED をイネーブルにします。
ス）

random-detect
exponential-weighting-constant
random-detect precedence
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キューの平均サイズ計算のための WRED および DWRED 指数
加重係数を設定します。
特定の IP Precedence の WRED パラメータと DWRED パラメー
タを設定します。
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class cem
クラス内の、CEM インターフェイスに一緒に適用された CEM インターフェイス パラメータを設定す
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで class cem コマンドを使用します。このコマン
ドは、xconnect に対する pseudowire-class コマンドと同様に、CEM インターフェイスに対して動作
します。

class cem class-name

シンタックスの説明

class-name

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(12)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

CEM インターフェイス パラメータ クラスの名前 を指定します。

class cem コマンドを使用すると、CEM インターフェイスにまとめて適用される、クラスの CEM イン
ターフェイス パラメータを設定できます。class cem コマンドには、次のコンフィギュレーション設定
が含まれます。
• dejitter-buffer dejitter-in-ms
• idle-pattern 8-bit-idle-pattern
• payload-size payload-size-in-ms

（注）

dejitter-buffer パラメータを使用してデジッタ バッファのサイズを増やすことにより、TDM/PWE 接
続でのパケット リオーダーのパフォーマンスを向上させることができます。

例

次に、CEM インターフェイスのパラメータを設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# class cem mycemclass
Router(config-cem-class)# dejitter-buffer 10
Router(config-cem-class)# sample-rate 32
Router(config-cem-class)# exit
Router(config)# interface cem 0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# cem 0
Router(config-if-cem)# xconnect 10.10.10.10 200 encapsulation mpls
Router(config-if-cem-xconn)# cem class mycemclass
Router(config-if-cem)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
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class cem

関連コマンド

コマンド

説明

dejitter-buffer

CEM コンフィギュレーション モードで、ネットワーク ジッタに使用
されるデジッタ バッファのサイズを指定します。

idle-pattern

CEM コンフィギュレーション モードで、PWE3 回線上でパケットの
欠落が検出されたときに T1/E1 回線上で送信されるデータ パターン
を指定します。

sample-rate

CEM 回線コンフィギュレーション モードで、接続回線上のデータを
サンプリングする速度（ミリ秒）を指定します。

cem
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回線エミュレーション コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
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class-map
パケットの指定されたクラスに対する照合に使用するクラス マップを作成するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで class-map コマンドを使用します。ルータから既存のクラス マップを削
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。class-map コマンドでクラス マップ コンフィギュ
レーション モードに入ることができ、そこで match コマンドのいずれかを入力して、このクラスの一
致基準を設定します。

class map [type {logging | port-filter | queue-threshold}] [match-all | match-any]
class-map-name
no class map [type {logging | port-filter | queue-threshold}] [match-all | match-any]
class-map-name

シンタックスの説明

type port-filter

（任意）コントロール プレーン パケットの TCP/UDP ポート ポリシングを
イネーブルにするポート フィルタ クラス マップを作成します。イネーブ
ルにすると、コントロール プレーン ホスト サブインターフェイス上の特
定のポートに向けられたトラフィックのフィルタリングが提供されます。

type queue-threshold （任意）指定されたプロトコルでコントロール プレーン IP 入力キューに入
ることができるパケットの総数を制限するキューしきい値をイネーブルに
します。この機能は、コントロール プレーン ホスト サブインターフェイ
スにしか適用されません。

type logging log-class （任意）コントロール プレーン上のパケット トラフィックのロギングをイ
ネーブルにします。log-class には、ログ クラスの名前を指定します。英数
字で最大 40 字の名前を指定できます。
match-all
（任意）複数の一致基準が存在する場合に、どのようにしてパケットを評価
するかを決定します。このクラス マップの下のステートメントが、論理
AND 関数に基づいて一致します。すべてのステートメントが一致したパ
ケットが一致します。match-all キーワードも match-any キーワードも指
定しなかった場合のデフォルト キーワードは、match-all です。

match-any

class-map-name

（任意）複数の一致基準が存在する場合に、どのようにしてパケットを評価
するかを決定します。このクラス マップの下のステートメントが、論理
OR 関数に基づいて一致します。いずれかのステートメントが一致したパ
ケットが一致します。match-any キーワードも match-all キーワードも指
定しなかった場合のデフォルト キーワードは、match-all です。
クラス マップのクラスの名前。英数字で最大 40 字の名前を指定できます。
クラス名は、クラス マップと、ポリシー マップでのクラスのポリシーの設
定の両方に使用されます。

コマンドのデフォルト

デフォルトで設定されているクラス マップはありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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class-map

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

リリース

変更点

12.0(5)T
12.0(5)XE
12.0(7)S
12.1(1)E
12.2(14)SX
12.2(17d)SXB

このコマンドが追加されました。

12.2(33)SRA
12.4(4)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(7)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(1)E に統合されました。
このコマンドのサポートが、Cisco 7600 シリーズ ルータに追加されました。
このコマンドが、Cisco 7600 シリーズ ルータに実装され、Cisco IOS
Release 12.2(17d)SXB に統合されました。

FPM をサポートするために、type stack キーワードと type access-control
キーワードが追加されました。コントロール プレーン保護をサポートする
ために、type port-filter キーワードと type queue-threshold キーワードが
追加されました。

12.4(6)T

コントロール プレーン パケット ロギングをサポートするために、type
logging キーワードが追加されました。

12.2(18)ZY

type stack キーワードと type access-control キーワードが、Catalyst 6500
シリーズの Programmable Intelligent Services Accelerator（PISA）が搭載
されているスイッチの Cisco IOS Release 12.2(18)ZY に統合されました。

Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

class-map コマンドを使用して、クラス マップの一致基準に一致させるために作成または変更するク
ラスを指定します。このコマンドでクラス マップ コンフィギュレーション モードに入ることができ、
そこで match コマンドのいずれかを入力して、このクラスの一致基準を設定します。入力インター
フェイスまたは出力インターフェイスのいずれか（service-policy コマンドの設定により決まります）
に到達したパケットが、クラス マップに設定されている一致基準に対して照合され、パケットがその
クラスに属するかどうかが判断されます。
クラス マップを設定する際には、1 つまたは複数の match コマンドを使用して一致基準を指定できま
す。たとえば、match access-group コマンド、match protocol コマンド、または match
input-interface コマンドを使用できます。match コマンドは、Cisco IOS リリースごとに異なります。
一致基準および match コマンドの詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Configuration Guide』の「Modular Quality of Service Command-Line Interface (CLI) (MQC)」を参照
してください。

次に、クラスの名前として class101 を指定し、そのクラスのクラス マップを定義する例を示します。
class101 というクラスが、アクセス コントロール リスト 101 に一致したトラフィックのポリシーを指
定します。

例

Router(config)# class-map class101
Router(config-cmap)# match access-group 101

次に、SNMP 以外の閉じているポート、つまり「リッスンされていない」ポートに宛てられたすべて
のトラフィックをドロップするポート フィルタ ポリシーを設定する例を示します。
Router(config)# class-map type port-filter pf-class
Router(config-cmap)# match not port udp 123
Router(config-cmap)# match closed-ports
Router(config-cmap)# exit
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class-map

Router(config)# policy-map type port-filter pf-policy
Router(config-pmap)# class pf-class
Router(config-pmap-c)# drop
Router(config-pmap-c)# end

次に、class-map コマンドとそのサブコマンドにアクセスして、ipp5 という名前のクラス マップを設
定し、IP precedence 5 という一致ステートメントを入力する例を示します。
Router(config)# class-map ipp5
Router(config-cmap)# match ip precedence 5

関連コマンド

コマンド

説明

class（ポリシー マッ

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更するクラス
の名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラスとして知ら
れるクラス）を指定します。

プ）

class class-default

サービス ポリシー マップのデフォルト クラスを指定します。

match（クラス マッ

ポート フィルタやプロトコル キュー ポリシーに基づいて、クラス マップ
の一致基準を設定します。

プ）

match access-group
指定した ACL に基づいて、クラス マップの一致基準を設定します。
match input-interface 指定した入力インターフェイスを一致基準として使用するクラス マップを
設定します。

match ip dscp

1 つまたは複数の DSCP 値、AF 値、および CS 値を一致基準として指定し
ます。

match mpls
experimental
match protocol
policy-map

指定した EXP フィールド値を一致基準として使用するクラス マップを設定
します。
指定したプロトコルに基づいて、クラス マップの一致基準を設定します。

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは仮想回線（VC）もしくは出
力インターフェイスまたは VC に割り当てて、そのインターフェイスまた
は VC のサービス ポリシーとして使用します。

show class-map
show policy-map
interface

クラス マップ情報を表示します。
インターフェイスに割り当てられている入力ポリシーおよび出力ポリシー
の統計情報と設定を表示します。
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clear gsm-abis

clear gsm-abis
show gsm-abis コマンドにより表示された統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear
gsm-abis コマンドを使用します。

clear gsm-abis [serial serial-number interface-number]

シンタックスの説明

serial
serial-number
interface-number

（任意）指定できるシリアル番号の範囲は 0 ～ 6 です。
（任意）指定できるインターフェイス番号の範囲は 0 ～ 6 です。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、統計情報をクリアする例を示します。
Router# clear gsm-abis serial 0/0:0

関連コマンド

コマンド

説明

show gsm-abis efficiency GSM 圧縮 / 圧縮解除の効率の履歴を 1 秒、5 秒、1 分、5 分、および 1
時間ごとの平均で表示します。

show gsm-abis errors
show gsm-abis packets
show gsm-abis peering
[details]
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エラー統計カウンタを表示します。
パケット統計カウンタを表示します。
ピアリングのステータス、統計情報、および履歴を表示します。
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clear ip rtp header-compression

clear ip rtp header-compression
Real-Time Transport Protocol（RTP）ヘッダー圧縮構造および統計情報をクリアするには、clear ip
rtp header-compression 特権 EXEC コマンドを使用します。

clear ip rtp header-compression [type number]

シンタックスの説明

type number

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(19)MR2

（任意）インターフェイス タイプおよび番号

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされ
ました。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使
用する機能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハー
ドウェアにより異なります。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

使用上のガイドライン

インターフェイス タイプおよび番号を指定しないでこのコマンドを使用すると、すべての RTP ヘッ
ダー圧縮構造および統計情報がクリアされます。

例

次に、マルチリンク インターフェイス（multilink1）の RTP ヘッダー圧縮構造および統計情報をクリ
アする例を示します。
Router# clear ip rtp header-compression multilink1

関連コマンド

コマンド

説明

ip rtp header-compression

RTP ヘッダー圧縮をイネーブルにします。
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controller

controller
T1 、E1、または BITS コントローラを設定し、コントローラ コンフィギュレーション モードに入るに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで controller コマンドを使用します。

controller {bits | t1 | e1 | shdsl} slot/port/subslot number/port number

シンタックスの説明

bits
t1
e1
shdsl
slot/port
subslot
number
port

BITS コントローラ
T1 コントローラ
E1 コントローラ
SHDSL コントローラ
インターフェイスのバックプレーン スロット番号とポート番号。具体的な値とス
ロット番号については、ハードウェア インストール マニュアルを参照してください。
ルータ上の HWIC がインストールされているサブスロットを定義します。
コントローラのポート番号。有効な番号は、0 と 1 です。slot 引数と port 引数の間
には、スラッシュ記号（/）が必要です。

デフォルト

T1 コントローラも E1 コントローラも設定されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
10.3
12.0(3)T
12.2(7)XO
12.2(33)SRA
12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

関連コマンド

B-38

e1 キーワードが追加されました。
Cisco AS5800 アクセス サーバのダイヤル シェルフのサポートが追加されました。
j1 キーワードが Cisco 2600 シリーズおよび Cisco 3600 シリーズに追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

コマンド

説明

controllers shdsl
show controllers e1
show controllers t1

SHDSL コントローラのコンフィギュレーション モードを開始します。
E1 コントローラに関する情報を表示します。
T1 コントローラでのコール総数とコール継続時間を表示します。
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controller shdsl

controller shdsl
コントローラを Single-pair High-bit-rate Digital Subscriber Line（SHDSL; シングルペア高速デジタル
加入者線）モードに設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで controller shdsl コ
マンドを使用します。

Cisco HWIC-4SHDSL

controller shdsl slot-number/subslot-number/port-number

シンタックスの説明

number
slot-number/
subslot-number/
port-number

デフォルト

コントローラ番号：0

コマンド モード

Cisco HWIC-4SHDSL

コントローラ番号。有効なコントローラ番号は 0 です。
ルータ上の High-Speed WAN Interface Card（HWIC; 高速 WAN インター
フェイス カード）がインストールされているスロットを定義します。
ルータ上の HWIC がインストールされているサブスロットを定義します。
ルータ上の HWIC がインストールされているポートを定義します。デフォ
ルトでは、Cisco HWIC-4SHDSL および HWIC-2SHDSL は、ポート番号
0 を使用します。

グローバル コンフィギュレーション
コントローラ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3(5)AAA
12.2(8)T
12.4(15)T

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドが Cisco IAD2420 シリーズ IAD に実装されました。
このコマンドが Cisco 1841 ルータ上、および Cisco 2800 および 3800 シ
リーズ アクセス ルータ上で実行される Cisco HWIC-4SHDSL および
HWIC-2SHDSL に追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、コントローラ モードとコントローラ番号の設定に使用されます。

例

Cisco HWIC-4SHDSL
次に、controller shdsl コマンドを使用して、Cisco アクセス ルータのコントローラ番号 0、サブス
ロット 2、ポート番号 0 にインストールされている Cisco HWIC-4SHDSL を設定する例を示します。
この例は、コントローラ コンフィギュレーション モードを開始します。
Router(config)# controller shdsl 0/2/0
Router(config-controller)#
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controller shdsl

関連コマンド

B-40

コマンド

説明

show controller shdsl

コントローラのステータスと統計情報を表示します。
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cns config initial

cns config initial
Cisco Networking Services（CNS）コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにして、初期
コンフィギュレーションのダウンロードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モード
で cns config initial コマンドを使用します。既存の cns config initial コマンドをルーティング デバイ
スの実行コンフィギュレーションから削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

cns config initial {host-name | ip-address} [encrypt] [port-number] [page page]
[syntax-check] [no-persist] [source interface name] [status url] [event] [inventory]
no cns config initial

シンタックスの説明

デフォルト

host-name
ip-address
encrypt

コンフィギュレーション サーバのホスト名。
コンフィギュレーション サーバの IP アドレス。
（任意）イベント ゲートウェイへのリンクに Secure Sockets Layer（SSL）
で暗号化されたリンクを使用します。

port-number

（任意）コンフィギュレーション サービスのポート番号。0 ～ 65535 の値を
指定できます。デフォルトは、暗号化なしで 80、暗号化ありで 443 です。

page

（任意）コンフィギュレーションが Web ページ上に置かれていることを示
します。

page

（任意）コンフィギュレーションが置かれている Web ページ。デフォルト
は、/cns/config.asp です。

syntax-check
no-persist

（任意）シンタックス チェックをオンにします。

source
interface name
status url

（任意）CNS 通信の送信元を指定します。

event

（任意）コンフィギュレーションが正常に完了したことを通知するか、ま
たはコンフィギュレーションにエラーが含まれていたことを警告するイベ
ントをイベント バスに送信します。CNS イベント エージェントが設定さ
れていない場合は、CNS イベント エージェントがイネーブルになるまで
イベントが保存されます。event キーワードを指定しなかった場合、コン
フィギュレーションの完了後にはログ メッセージがデバイスのコンソール
に送られます。

inventory

（任意）ルータ内のラインカードおよびモジュールのインベントリを
HTTP 要求の一部として CNS コンフィギュレーション エンジンに送信し
ます。

（任意）cns config initial コマンドを実行した結果として引き出されたコン
フィギュレーションの NVRAM へのデフォルト自動書き込みを抑制しま
す。これを指定しなければ、cns config initial コマンドを実行すると、得
られたコンフィギュレーションが自動的に NVRAM に書き込まれます。
（任意）CNS 通信のソースのインターフェイス名。
（任意）イベントを HTTP 経由で指定された URL に送信して、コンフィ
ギュレーションが正常に完了したことを通知するか、またはコンフィギュ
レーションにエラーが含まれていたことを警告します。

ポート番号のデフォルトは、暗号化なしで 80、暗号化ありで 443 です。
初期コンフィギュレーションのデフォルト Web ページは、/cns/config.asp です。
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cns config initial

コマンド モード

コマンドの履歴

グローバル コンフィギュレーション（config）

リリース

変更点

12.2(2)T
12.0(18)ST
12.0(22)S
12.2(2)XB

このコマンドが追加されました。

12.2(8)T
12.3(1)
12.3(8)T
12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(18)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(22)S に統合されました。
このコマンドが、Cisco IAD2420 シリーズ Integrated Access Devices
（IAD）に実装されました。

source キーワードおよび encrypt キーワードが追加されました。
inventory キーワードが追加されました。
status url キーワード / 引数の組み合わせが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release12.4(20)MR に統合されました。

基本的なコンフィギュレーション（ブートストラップ コンフィギュレーションと呼ばれる）を展開に
先立って複数のルータに追加するときに、このコマンドを使用します。cns config initial コマンドは、
ルータに初めて電源を入れたときに（または no-persist キーワードを使用してルータをリロードする
たびに）、ルータのコンフィギュレーション ファイル（初期コンフィギュレーションと呼ばれる）をコ
ンフィギュレーション サーバからダウンロードします。初期コンフィギュレーションは、各ルータ固
有のものにできます。
ルータがコンフィギュレーションを受信したら、コンフィギュレーションの各行が受信した順序で適用
されていきます。コンフィギュレーションの行のいずれかで Cisco IOS パーサーのエラーがあった場
合、その時点までのコンフィギュレーションはすべてルータに適用されますが、エラーの後のコンフィ
ギュレーションは一切適用されません。エラーが発生した場合、このコマンドは、正常に完了するまで
再試行されます。コンフィギュレーションが正常に完了したら、cns config initial コマンドは、実行コ
ンフィギュレーションから削除されます。デフォルトでは、no-persist キーワードが設定されていなけ
れば、NVRAM がアップデートされます。
このコマンドを event キーワードを指定して使用すると、コンフィギュレーションが完了した後、イベ
ント バスにメッセージが 1 つ発行されます。イベント バスは、次のいずれかのステータス メッセージ
を表示します。

• cisco.mgmt.cns.config.complete：CNS コンフィギュレーション エージェントは、正常に初期コン
フィギュレーションを適用しました。

• cisco.mgmt.cns.config.warning：CNS コンフィギュレーション エージェントは、初期コンフィギュ
レーションを適用しましたが、セマンティック エラーが発生する可能性があります。
このコマンドを status キーワードを指定して使用すると、コンフィギュレーションが完了した後に、
指定した URL にメッセージが 1 つ発行されます。
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例

次に、CNS コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにして、初期コンフィギュレーション
を開始する例を示します。
Router(config)# cns config initial 10.19.4.5

関連コマンド

コマンド

説明

cns config connect-intf CNS コンフィギュレーション エンジンに接続するためのインターフェイス
を指定します。

cns config notify

CNS コンフィギュレーションの変更を検出し、以前のコンフィギュレー
ションと現在のコンフィギュレーションが入ったイベントを送信します。

cns config retrieve

CNS コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにし、初期コン
フィギュレーションのダウンロードを開始します。

cns event

CNS イベント ゲートウェイを設定します。CNS イベント ゲートウェイは、
Cisco IOS クライアントに CNS イベント サービスを提供します。
CNS コンフィギュレーション エージェントのステータスに関する情報を表

show cns config status

示します。
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cns config partial

cns config partial
Cisco Networking Services（CNS）コンフィギュレーション エージェントを開始して、部分的なコン
フィギュレーションを受け入れるには、グローバル コンフィギュレーション モードで cns config
partial コマンドを使用します。CNS パーシャル コンフィギュレーション エージェントをシャットダ
ウンするには、このコマンドの no 形式を使用します。

cns config partial {host-name | ip-address} [encrypt] [port-number] [source interface
name] [inventory]
no cns config partial

シンタックスの説明

host-name
ip-address
encrypt

コンフィギュレーション サーバのホスト名。
コンフィギュレーション サーバの IP アドレス。
（任意）ルータと Web サーバの間に、Secure Sockets Layer（SSL）で暗号
化されたリンクを使用します。

port-number

（任意）コンフィギュレーション サービスのポート番号。0 ～ 65535 の値を
指定できます。デフォルトは、暗号化なしで 80、暗号化ありで 443 です。

source
interface name
inventory

（任意）このデバイスの送信元を指定します。
（任意）このデバイスの送信元として使用するインターフェイスの名前。
（任意）ルータ内のラインカードおよびモジュールのインベントリを
HTTP 要求の一部として CNS コンフィギュレーション エンジンに送信し
ます。

コマンドのデフォルト

CNS コンフィギュレーション エージェントは、パーシャル コンフィギュレーション受け入れについて
イネーブルになっていません。ルータは、更新の要求も受信もしません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(2)T
12.0(18)ST
12.0(22)S
12.2(2)XB

このコマンドが追加されました。

12.2(8)T
12.3(1)
12.2(25)S
12.4(4)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(18)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(22)S に統合されました。
このコマンドが、Cisco IAD2420 シリーズ Integrated Access Devices
（IAD）に実装されました。

source キーワードと encrypt 引数が追加されました。
inventory キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドに変更が加えられ、改良された CNS エラー メッセージが含
められました。

12.2(33)SRA
12.2(33)SB
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
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使用上のガイドライン

リリース

変更点

12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドは、CNS パーシャル コンフィギュレーション エージェントを開始するのに使用します。
このコマンドを設定する前に、cns event コマンドを使用して CNS イベント エージェントをイネーブ
ルにする必要があります。CNS イベント エージェントは、「cisco.mgmt.cns.config.load」というサブ
ジェクトのイベントを送信して、CNS パーシャル コンフィギュレーション エージェントにコンフィ
ギュレーション データをプッシュできるのか、CNS パーシャル コンフィギュレーション エージェント
によってコンフィギュレーション サーバからコンフィギュレーション データをプルできるのかを指定
します。
プッシュ モデルでは、イベント メッセージがパーシャル コンフィギュレーション エージェントにコン
フィギュレーション データを配信します。
プル モデルでは、イベント メッセージは、パーシャル コンフィギュレーション エージェントによる

CNS コンフィギュレーション エンジンからのコンフィギュレーション データの取り出し（プル）を開
始させます。このイベント メッセージには、実際のコンフィギュレーション データではなく、CNS コ
ンフィギュレーション エンジンに関する情報が入っています。このホスト名または IP アドレスが、取
り出すコンフィギュレーションを持っている CNS コンフィギュレーション エンジンのアドレスです。
CNS パーシャル コンフィギュレーション エージェントがどの CNS コンフィギュレーション エンジン
を使用できるかは、cns trusted-server コマンドを使用して指定します。
ルータがコンフィギュレーションを受信したら、コンフィギュレーションの各行が受信した順序で適用
されていきます。コンフィギュレーションの行のいずれかで Cisco IOS パーサーのエラーがあった場
合、その時点までのコンフィギュレーションはすべてルータに適用されますが、エラーの後のコンフィ
ギュレーションは一切適用されません。エラーが発生した場合、このコマンドは、コンフィギュレー
ションが正常に完了するまで再試行されます。プル モードでは、エラー発生後のコマンドの再試行は
行われません。デフォルトでは、no-persist キーワードが設定されていなければ、NVRAM がアップ
デートされます。
パーシャル コンフィギュレーションが完了した後、CNS イベント バスにメッセージが発行されます。
CNS イベント バスは、次のいずれかのステータス メッセージを表示します。

• cisco.mgmt.cns.config.complete：CNS コンフィギュレーション エージェントは、正常にパーシャ
ル コンフィギュレーションを適用しました。

• cisco.mgmt.cns.config.warning：CNS コンフィギュレーション エージェントは、パーシャル コン
フィギュレーションを完全に適用しましたが、セマンティック エラーが発生する可能性がありま
す。

• cisco.mgmt.cns.config.failure(CLI syntax)：CNS コンフィギュレーション エージェントは、コマン
ドライン インターフェイス（CLI）の構文エラーを発見したため、パーシャル コンフィギュレー
ションを適用できませんでした。

• cisco.mgmt.cns.config.failure(CLI semantic)：CNS コンフィギュレーション エージェントは、
CLI セマンティック エラーを発見したため、パーシャル コンフィギュレーションを適用できませ
んでした。

例

次に、172.28.129.22 にあるイベント ゲートウェイからのイベントを受け付けるように CNS パーシャ
ル コンフィギュレーション エージェントを設定する例を示します。CNS パーシャル コンフィギュレー
ション エージェントは、172.28.129.22 にある CNS コンフィギュレーション サーバにポート番号 80
で接続します。CNS パーシャル コンフィギュレーション エージェントの要求が、172.28.129.40 にあ
るコンフィギュレーション サーバにポート番号 80 でリダイレクトされます。
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cns config partial

Router(config)# cns event 172.28.129.22
Router(config)# cns trusted-server config 172.28.129.40
Router(config)# cns config partial 172.28.129.22

次に、サブジェクト「cisco.mgmt.cns.config.results」で送信される拡張エラー メッセージの例を示し
ます。
[2005-09-08 14:30:44]: subject=cisco.mgmt.cns.config.results.dvlpr-7200-6, message=
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<SOAP:Header>
<wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/secext"
SOAP:mustUnderstand="true">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>user1</wsse:Username>
<wsse:Password>password1</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
<CNS:cnsHeader Version="2.0" xmlns:CNS="http://www.cisco.com/management/cns/envelope">
<CNS:Agent>CNS_CONFIG</CNS:Agent>
<CNS:Response>
<CNS:correlationID>SOAP_IDENTIFIER</CNS:correlationID>
</CNS:Response>
<CNS:Time>2005-09-13T08:34:36.523Z</CNS:Time>
</CNS:cnsHeader>
</SOAP:Header>
<SOAP:Body xmlns="http://www.cisco.com/management/cns/config">
<configResults version="2.0" overall="Success">
<configId>AAA</configId>
</configResults>
</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>

関連コマンド

B-46

コマンド

説明

cns config initial

CNS コンフィギュレーション エージェントを起動し、初期コンフィギュ
レーションを開始します。

cns event
cns trusted-server
show cns config
outstanding

CNS イベント エージェント サービスをイネーブルにし、設定を行います。
CNS エージェントの信頼できるサーバを指定します。
開始はされているけれども、まだ完了していない差分 CNS コンフィギュ
レーションに関する情報を表示します。
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cns config retrieve
Cisco Networking Services（CNS）コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにし、初期コ
ンフィギュレーションのダウンロードを開始するには、特権 EXEC モードで cns config retrieve コマ
ンドを使用します。

cns config retrieve {host-name | ip-address} [encrypt] [port-number] [page page]
[overwrite-startup] [retry retries interval seconds] [syntax-check] [no-persist]
[source interface name] [status url] [event] [inventory]

シンタックスの説明

host-name
ip-address
encrypt

コンフィギュレーション サーバのホスト名。
コンフィギュレーション サーバの IP アドレス。
（任意）イベント ゲートウェイへのリンクに Secure Sockets Layer（SSL）
で暗号化されたリンクを使用します。

port-number

（任意）コンフィギュレーション サービスのポート番号。0 ～ 65535 の値を
指定できます。デフォルトは、暗号化なしで 80、暗号化ありで 443 です。

page

（任意）コンフィギュレーションが Web ページ上に置かれていることを示
します。

page

（任意）コンフィギュレーションが置かれている Web ページ。デフォルト
は、/cns/config.asp です。

overwrite-startup

（任意）スタートアップ コンフィギュレーション ファイルを置き換えま
す。実行コンフィギュレーション ファイルには適用されません。

retry retries

（任意）再試行のインターバルを指定します。指定できる値の範囲は 0 ～
100 です。デフォルトは 0 です。

interval seconds

（任意）次にデバイスのコンフィギュレーションをコンフィギュレーショ
ン サーバに要求するまでの時間を秒単位で指定します。指定できる値の範
囲は 1 ～ 3600 です。

syntax-check
no-persist

（任意）シンタックス チェックをオンにします。

source
interface name
status url

（任意）CNS 通信の送信元を指定します。

event

（任意）コンフィギュレーションが正常に完了したことを知らせるイベン
トか、コンフィギュレーションにエラーが含まれていたという警告か、ま
たはコンフィギュレーションが失敗したことを知らせるメッセージを CNS
イベント バスに送信します。CNS イベント エージェントが設定されてい
ない場合は、CNS イベント エージェントがイネーブルになるまでイベン
トが保存されます。event キーワードを指定しなかった場合、コンフィ
ギュレーションの完了後にはログ メッセージがデバイスのコンソールに送
られます。

inventory

（任意）ルータ内のラインカードおよびモジュールのインベントリを
HTTP 要求の一部として CNS コンフィギュレーション エンジンに送信し
ます。

（任意）cns config retrieve コマンドを実行した結果として引き出されたコ
ンフィギュレーションの NVRAM へのデフォルト自動書き込みを抑制し
ます。これを指定しなければ、cns config retrieve コマンドを実行すると、
得られたコンフィギュレーションが自動的に NVRAM に書き込まれます。
（任意）コンフィギュレーションの送信元のインターフェイス名。
（任意）コンフィギュレーションを HTTP 経由で指定された URL に送信し
て、コンフィギュレーションが正常に完了したことを通知するか、または
コンフィギュレーションにエラーが含まれていたことを警告します。
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cns config retrieve

デフォルト

ポート番号のデフォルトは、暗号化なしで 80、暗号化ありで 443 です。
初期コンフィギュレーションのデフォルト Web ページは、/cns/config.asp です。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(2)T
12.0(18)ST
12.0(22)S
12.3(1)
12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.4(15)T
12.2(33)SRC
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(18)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(22)S に統合されました。

inventory キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
retry retries と interval seconds のキーワードと引数が追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRC に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが追加されました。

このコマンドは、デバイスのコンフィギュレーションをコンフィギュレーション サーバに要求するた
めに使用します。cns trusted-server コマンドを使用して、どのコンフィギュレーション サーバが使用
できるか（信頼できるか）を指定します。
ルータがコンフィギュレーションを受信したら、コンフィギュレーションの各行が受信した順序で適用
されていきます。コンフィギュレーションの行のいずれかで Cisco IOS パーサーのエラーがあった場
合、その時点までのコンフィギュレーションはすべてルータに適用されますが、エラーの後のコンフィ
ギュレーションは一切適用されません。エラーが発生した場合、コマンドの再試行は行われません。
パーシャル コンフィギュレーションが完了した後、イベント バスにメッセージが 1 つ発行されます。
イベント バスは、次のいずれかのステータス メッセージを表示します。

• cisco.mgmt.cns.config.complete：CNS コンフィギュレーション エージェントは、正常にコンフィ
ギュレーションを適用しました。

• cisco.mgmt.cns.config.warning：CNS コンフィギュレーションは、コンフィギュレーションを完全
に適用しましたが、セマンティック エラーが発生する可能性があります。

• cisco.mgmt.cns.config.failure：CNS コンフィギュレーション エージェントは、エラーを発見した
ため、コンフィギュレーションを適用できませんでした。

CNS イベント エージェントと cns config partial コマンドを使用することが実際的ではない環境では、
コマンド スケジューラ コマンド（kron policy-list コマンド、cli コマンドなど）で cns config retrieve
コマンドを使用できます。cli コマンド内で設定する場合、コンフィギュレーションの変更を検出する
ためのコンフィギュレーション サーバのポーリングに cns config retrieve コマンドを使用できます。
任意指定の retry キーワードと interval キーワードを使用すれば、信頼できるサーバからのコンフィ
ギュレーションの取得を試みるまでに待機する時間を秒単位で指定できます。コンフィギュレーション
エージェントが到達できないサーバに到達しようと無限に再試行するのを防ぐために、再試行の回数は
100 回までと制限されています。キーボード ショートカットの Ctrl+Shift+6 キーを使用すれば、この
コマンドを破棄できます。
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例

次に、10.1.1.1 にある信頼できるサーバにコンフィギュレーションを要求する例を示します。
Router(config)# cns trusted-server all 10.1.1.1
Router(config)# exit
Router# cns config retrieve 10.1.1.1

次に、10.1.1.1 にある信頼できるサーバにコンフィギュレーションを要求し、CNS コンフィギュレー
ション取得間隔を設定する例を示します。
Router(config)# cns trusted-server all 10.1.1.1
Router(config)# exit
Router# cns config retrieve 10.1.1.1 retry 50 interval 1500
CNS Config Retrieve Attempt 1 out of 50 is in progress
Next cns config retrieve retry is in 1499 seconds (Ctrl-Shft-6 to abort this command).
..
00:26:40: %CNS-3-TRANSPORT: CNS_HTTP_CONNECTION_FAILED:10.1.1.1 -Process= "CNS config
retv", ipl= 0, pid= 43
00:26:40: %CNS-3-TRANSPORT: CNS_HTTP_CONNECTION_FAILED -Process= "CNS config retv", ipl=
0, pid= 43......

関連コマンド

コマンド

説明

cli

コマンド スケジューラ ポリシー リスト内の EXEC CLI コマンドを
指定します。

cns config initial

CNS コンフィギュレーション エージェントを起動し、初期コン
フィギュレーションを開始します。

cns trusted-server
kron policy-list

CNS エージェントの信頼できるサーバを指定します。
コマンド スケジューラ ポリシーの名前を指定し、kron-policy コン
フィギュレーション モードを開始します。

show cns config status

CNS コンフィギュレーション エージェントのステータスに関する
情報を表示します。
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cns event
Cisco IOS クライアントに CNS イベント サービスを提供する Cisco Networking Services（CNS）イベ
ント ゲートウェイを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cns event コマンド
を使用します。ゲートウェイ リストから指定したゲートウェイを削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。

cns event {host-name | ip-address} [encrypt] [port-number] [backup] [failover-time
seconds] [keepalive seconds retry-count] [source interface-name] [clock-timeout time]
[reconnect time]
no cns event [host-name | ip-address] [port-number] [encrypt] [backup] [failover-time
seconds] [keepalive seconds retry-count] [source interface name] [clock-timeout time]
[reconnect time]

シンタックスの説明

host-name
ip-address
encrypt

イベント ゲートウェイのホスト名。
イベント ゲートウェイの IP アドレス。
（任意）イベント ゲートウェイへのリンクに Secure Sockets
Layer（SSL）で暗号化されたリンクを使用します。
（注）

port-number

このキーワードは、SSL をサポートしているイメージで
しか使用できません。

（任意）イベント ゲートウェイのポート番号。

• 有効値の範囲は 0 ～ 65535 です。デフォルトは、暗号化な
しで 11011、暗号化ありで 11012 です。

backup

（任意）バックアップ ゲートウェイを示します。

• 省略した場合、プライマリ ゲートウェイを示します。バッ
クアップ ゲートウェイを設定するには、その前にプライマ
リ ゲートウェイが設定されている必要があります。任意指
定のキーワードは、省略した場合、プライマリ ゲートウェ
イ用のものとして設定されます。

failover-time seconds

（任意）バックアップ ゲートウェイへのルートが確立された後
にプライマリ ゲートウェイ ルートを待って待機する時間を秒単
位で指定します。

• 有効値の範囲は 0 ～ 65535 です。デフォルトは 3 です。

keepalive seconds retry-count

（任意）キープアライブ タイムアウト（秒単位）と再試行回数
を指定します。

source interface-name
clock-timeout time

（任意）CNS 通信の送信元のインターフェイス名を示します。

reconnect time

（任意）最大再試行タイムアウトの設定可能な上限を秒単位で指
定します。

（任意）CNS イベント エージェントが正確なクロックを必要と
するトランスポート（SSL など）のためにクロックが設定され
るのを待って待機する最大時間を分単位で指定します。デフォ
ルトは 10 です。

• 有効値の範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトは 3600 です。

コマンドのデフォルト
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cns event

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(2)T
12.0(18)ST
12.0(22)S
12.2(2)XB

このコマンドが追加されました。

12.2(8)T
12.3
12.3(1)

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(18)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(22)S に統合されました。
このコマンドが、Cisco IAD2420 シリーズ Integrated Access Devices
（IAD）に実装されました。

encrypt キーワード、init-retry キーワード、source キーワード、および
force-fmt1 キーワードが追加されました。
reconnect-time キーワードが追加されました。
init-retry キーワードが failover-time キーワードで置き換えられました。
force-fmt1 キーワードが削除されました。clock-timeout キーワードが追
加されました。

12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

CNS イベント エージェントがその他のすべての CNS エージェントのための CNS イベント バスへのト
ランスポート接続を提供するため、その他のどの CNS エージェントを設定するよりも前に CNS イベ
ント エージェントをイネーブルにする必要があります。その他の CNS エージェントは、CNS イベン
ト バスへの接続を使用してメッセージを送受信します。CNS イベント エージェントは、メッセージの
読み取りも修正も行いません。
バックアップ CNS イベント ゲートウェイを設定している場合は、failover-time キーワードが便利で
す。CNS イベント エージェントがゲートウェイに接続しようとして、プライマリ ゲートウェイへの
ルートよりも前にバックアップへのルートが利用可能なことを検出した場合に、CNS イベント エー
ジェントがバックアップ ゲートウェイへの接続を試みずにプライマリ ゲートウェイへのルートを探し
続ける時間が、seconds 引数によって決まります。
帯域幅制約リンクを使用していない場合は、キープアライブ タイムアウトと再試行回数を設定してく
ださい。そうすることにより、Cisco IE2100 コンフィギュレーション エンジンに障害が発生した場合
でも管理ネットワークがスムーズに復元できます。キープアライブ データがないと、このような障害
が発生したときには、すべてのデバイスで手動の作業が必要になります。seconds 引数の値に
retry-count 引数の値を掛けた値が、CNS イベント エージェントが接続を切断してゲートウェイへの再
接続を試みるまでのアイドル時間になります。retry-count は最低でも 2 回にすることをお勧めします。
任意指定の source キーワードを使用する場合は、送信元 IP アドレスを特定のインターフェイスのセカ
ンダリ IP アドレスにすれば、管理ネットワークが運用中のネットワークの上で稼動できるようになり
ます。

CNS イベント エージェントを実行する Cisco IOS ルータとゲートウェイの間にネットワーク接続がな
いと、イベント エージェントは指数関数的なバックアップ再試行モードに入り、上限（何時間にも及
ぶ可能性があります）で行き詰まります。reconnect-time キーワードで、最大再試行タイムアウトの
上限を設定できます。

cns password コマンドを使用して CNS パスワードを設定すると、既存の接続が閉じられ、開きなおさ
れます。
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cns event

次に、キープアライブを 60 秒、再試行回数を 5 回にして、プライマリ CNS イベント ゲートウェイの
アドレスを IP アドレス 10.1.2.3、ポート 11011 上で実行されるコンフィギュレーション エンジン ソフ
トウェアに設定する例を示します。

例

Router(config)# cns event 10.1.2.3 11011 keepalive 60 5

関連コマンド

コマンド

説明

cns id

CNS サービスで使用する一意のイベント ID, コンフィギュレーション
ID、またはイメージ ID を設定します。
CNS パスワードを設定します。
CNS イベント エージェントに関するステータス情報を表示します。

cns password
show cns event status
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cns exec
Cisco IOS クライアントに Cisco Networking Services（CNS）exec エージェント サービスを提供する
CNS exec エージェントをイネーブルにして設定するには、グローバル コンフィギュレーション モード
で cns exec コマンドを使用します。CNS exec エージェント サービスの使用をディセーブルにするに
は、このコマンドの no 形式を使用します。

cns exec [host-name | ip-address] [encrypt [enc-port-number]] [port-number]
[source interface name]
no cns exec [host-name | ip-address] [encrypt [enc-port-number]] [port-number]
[source interface name]

シンタックスの説明

host-name
ip-address
encrypt

（任意）exec サーバのホスト名。
（任意）exec サーバの IP アドレス。
（任意）exec エージェント サーバへのリンクに Secure Sockets Layer
（SSL）で暗号化されたリンクを使用します。
（注）

このキーワードは、SSL をサポートしているイメージでしか使用で
きません。

enc-port-number
port-number
source

（任意）暗号化された exec サーバのポート番号。デフォルトは 443 です。

interface name

（任意）インターフェイス名。

（任意）exec サーバのポート番号。デフォルトは 80 です。
（任意）ip-address 引数で定義された IP アドレスを CNS exec エージェント
通信の送信元として使用するように指定します。

デフォルト

CNS exec エージェントは設定されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(1)
12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

CNS exec エージェントは、リモート アプリケーションが、コマンドの入ったイベント メッセージを送
信することによって、EXEC モードのコマンドライン インターフェイス（CLI）コマンドを Cisco IOS
デバイス上で実行することを可能にします。制限された一部の EXEC CLI コマンド（show コマンド）
がサポートされています。
以前の Cisco IOS リリースでは、cns config partial コマンドによって CNS コンフィギュレーション
エージェントをイネーブルにすると、CNS exec エージェントがイネーブルになっていました。

次に、exec エージェント サーバ用の IP アドレスが 10.1.2.3、ポート番号が 93 で、送信元 IP アドレス
が 172.17.2.2 の CNS exec エージェントをイネーブルにする例を示します。

例

Router(config)# cns exec 10.1.2.3 93 source 172.17.2.2

関連コマンド

コマンド

説明

cns event
CNS イベント エージェント サービスをイネーブルにし、設定を行います。
show cns event subject アプリケーションによってサブスクライブされる CNS イベント エージェ
ント サブジェクトのリストを表示します。
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cns id
Cisco Networking Services（CNS）によって使用される一意のイベント ID、コンフィギュレーション
ID、またはイメージ ID を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cns id コマン
ドを使用します。Cisco IOS デバイスのホスト名の識別子を設定するには、このコマンドの no 形式を
使用します。

ID の選択が IP アドレスまたは MAC アドレスの場合

cns id type number {ipaddress | mac-address} [event | image]
no cns id type number {ipaddress | mac-address} [event | image]
ID の選択がその他の場合

cns id {hardware-serial | hostname | string string | udi} [event | image]
no cns id {hardware-serial | hostname | string string | udi} [event | image]

シンタックスの説明

type number

ipaddress
mac-address

インターフェイスのタイプ（ethernet、group-async、loopback、
virtual-template など）とインターフェイス番号。

• 一意の ID を定義するためにどのインターフェイスから IP アドレスま
たは MAC アドレスを取得するかを示します。
type number 引数で指定された IP アドレスを一意の ID として使用します。
type number 引数で指定された MAC アドレスを一意の ID として使用し
ます。

event

image

（任意）この ID がイベント ID 値になるように設定します。イベント ID 値
は、CNS イベント サービスの Cisco IOS デバイスを識別するために使用さ
れます。

• 任意指定のキーワードを両方とも省略した場合、Cisco IOS デバイスの
ホスト名がイベント ID に設定されます。
（任意）この ID がイメージ ID 値になるように設定します。イメージ ID 値
は、CNS イメージ エージェント サービスの Cisco IOS デバイスを識別する
ために使用されます。

hardware-serial
hostname
string string

• 任意指定のキーワードを両方とも省略した場合、Cisco IOS デバイスの
ホスト名がイメージ ID に設定されます。
ハードウェア シリアル番号を一意の ID として使用します。
ホスト名を一意の ID として使用します。これはシステム デフォルトです。
任意のテキスト ストリングを一意の ID として使用します。通常は、ホス
ト名を指定します。

udi

製品の一意のデバイス ID（UDI）を一意の ID として使用します。

コマンドのデフォルト

システムのデフォルトでは、Cisco IOS デバイスのホスト名が一意の ID として使用されます。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）
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コマンドの履歴

使用上のガイドライン

リリース

変更点

12.2(2)XB
12.2(8)T

このコマンドが Cisco IAD2420 シリーズ IAD に追加されました。

12.3(1)

イメージ ID を設定するための任意指定の image キーワードが追加されま
した。

12.3(14)T

製品 UDI を一意の ID として使用するための udi キーワードが追加されま
した。

12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(8)T に統合されました。
dns-reverse キーワードが削除されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドは、CNS コンフィギュレーション エージェントに一意の ID を設定するのに使用します。
これが、ブートアップ時に Cisco IOS デバイスへの初期コンフィギュレーション テンプレートをプル
します。

CNS コンフィギュレーション サービスのためのコンフィギュレーション ID 値、CNS イベント サービ
スのためのイベント ID 値、CNS イメージ エージェント サービスのためのイメージ ID 値から、1 つま
たは 3 つすべての ID を設定できます。すべての値を設定するには、このコマンドを 3 回使用します。
CNS イベント ID を Cisco IOS デバイスのホスト名に設定するには、このコマンドの no 形式を、event
キーワードを指定して使用します。CNS コンフィギュレーション ID を Cisco IOS デバイスのホスト名
に設定するには、このコマンドの no 形式を、event キーワードを指定せずに使用します。CNS イメー
ジ ID を Cisco IOS デバイスのホスト名に指定するには、このコマンドの no 形式を、image キーワー
ドを指定して使用します。

一意のデバイス ID
識別可能な Cisco 製品は、エンティティ MIB（RFC-2737 ）とそのサポート ドキュメントで規定され
るとおり、それぞれがエンティティです。エンティティには、サブエンティティを持つものもありま
す。たとえば、シャーシはスロットをサブエンティティとして持ちます。イーサネット スイッチは、
スーパーエンティティ（スタックなど）のメンバーです。発注可能な製品である Cisco エンティティの
ほとんどが、UDI を割り当てられた状態で出荷されます。UDI 情報は、ハードウェア デバイスに貼ら
れたラベルに印刷されており、リモートからも取得できるようにデバイスに電子的にも保存されていま
す。UDI 取得を使用するには、使用中の Cisco 製品の UDI がイネーブルになっている必要があります。

UDI は、次の要素で構成されています。
• 製品 ID（PID）
• バージョン ID（VID）
• シリアル番号（SN）

PID は、製品の発注に使用できる名前で、従来は「製品名」または「部品番号」と呼ばれていたもので
す。この ID は、交換部品を正確に注文するために使用するものです。
VID は、製品のバージョンです。製品が改訂されると、製品の変更通知を統制する業界ガイドライン
である Telcordia GR-209-CORE による厳密なプロセスに従ってその数字が増加します。
SN は、ベンダー固有の製品のシリアル番号です。製造された各製品が、工場で割り当てられたシリア
ル番号を持っています。シリアル番号を出荷後に変更することはできません。シリアル番号は、製品の
特定のインスタンスを個別に識別するために使用されます。
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（注）

udi キーワードは、PID 値、VID 値、および SN 値で構成される ID を作成します。PID 値、VID 値、
SN 値にスペースが含まれていた場合、それらはすべて削除されます。製品の UDI を表示するには、
show inventory コマンドを使用します。このキーワードは、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA では使用
できません。

例

次に、Cisco IOS デバイスのホスト名をコンフィギュレーション ID 値として指定する例を示します。
Router(config)# cns id hostname

次に、Cisco IOS デバイスのハードウェア シリアル番号をイベント ID 値として指定する例を示します。
Router(config)# cns id hardware-serial event

次に、UDI をイベント ID 値として指定する例を示します。
Router(config)# cns id udi event

次に、イーサネット インターフェイス 0/1 の IP アドレスをイメージ ID 値として指定する例を示します。
Router(config)# cns id ethernet 0/1 image

関連コマンド

コマンド

説明

cns event

Cisco IOS クライアントに CNS イベント サービスを提供する CNS イベン
ト ゲートウェイをイネーブルにします。

cns image

Cisco IOS クライアントへの CNS イメージ エージェント サービスをイネー
ブルにします。

show inventory

ネットワーク デバイス内にインストールされているすべての Cisco 製品の
製品インベントリ リストを表示します。
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cns image password

cns image password
Cisco Networking Services（CNS）イメージ エージェント サービスで使用するパスワードを設定する
には、グローバル コンフィギュレーション モードで cns image password コマンドを使用します。パ
スワードの使用をディセーブルにするには、このコマンドを no 形式で使用します。

cns image password image-password
no cns image password image-password

シンタックスの説明

image-password

コマンドのデフォルト

CNS イメージ エージェント サービスで使用されるパスワードはありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(1)
12.2(31)SB2
12.2(33)SRB
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

CNS イメージ エージェント サービスに使用するパスワード。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、すべての CNS イメージ エージェント メッセージに入れてイメージ ID と一緒に送信
するパスワードを作成するのに使用します。これらのメッセージの受信側は、この情報を使用して送信
側デバイスを認証できます。このパスワードは、その他の CNS イメージ エージェント コマンドで設定
された HTTP 基本認証に使用されるユーザ名とパスワードとは異なっていてかまいません。

例

次に、CNS イメージ エージェント サービスに使用されるパスワードを設定する例を示します。
Router(config)# cns image password textabc

関連コマンド
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コマンド

説明

cns id

CNS サービスで使用する一意のイベント ID, コンフィギュレーショ
ン ID、またはイメージ ID を設定します。
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cns image retrieve
Cisco Networking Services（CNS）イメージ配信サーバに問い合わせを行い、新しいイメージが存在
した場合には新しいイメージをダウンロードするには、特権 EXEC モードで cns image retrieve コマ
ンドを使用します。

cns image retrieve [server server-url [status status-url]]

シンタックスの説明

server

（任意）ダウンロードできる更新されたイメージに関する情報の問い合わ
せ先となるイメージ配信サーバを指定します。

server-url
Status

（任意）イメージ配信サーバへの問い合わせに使用する URL。

status-url

（任意）ステータス メッセージの書き込み先となる Web サーバの URL。

（任意）このコマンドにより生成されたステータス メッセージはすべて
status-url 引数で指定した URL に送信されるように指定します。

コマンドのデフォルト

あらかじめグローバル コンフィギュレーション モードで CNS イメージ サーバが設定されていないと、
エラーが発生します。

使用上のガイドライン

cns image retrieve コマンドを、server キーワードと server-url 引数を指定せずに特権 EXEC モードで
発行すると、エラーが発生します。
CNS イメージ サーバが設定されており、cns image retrieve コマンドを server キーワードおよび
server-url 引数なしで発行すると、cns image コマンドで設定されたサーバ パスが使用されます。
cns image コマンドを、任意指定の server キーワードを指定してグローバル コンフィギュレーション
モードで発行した場合は、cns image retrieve コマンドを特権 EXEC モードで指定する際にキーワード
は一切必要なく、エラーも発生しません。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(1)
12.2(31)SB2
12.2(33)SRB
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドを設定するよりも前に、cns image コマンドを使用して CNS イメージ エージェント サー
ビスをイネーブルにしておく必要があります。
このコマンドを使用して、イメージ配信サーバをポーリングし、新しいイメージが存在した場合には、
その新しいイメージを Cisco IOS デバイスにダウンロードします。
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cns image retrieve

次に、10.19.2.3 にあるイメージ配信サーバにアクセスし、新しいイメージが存在する場合には新しい
イメージをダウンロードするように CNS イメージ エージェントを設定する例を示します。

例

Router# cns image retrieve server https://10.20.2.3:8080/cns/imageserver/ status
https://10.20.2.3:8080/cns/imageserver/messages/

関連コマンド
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コマンド

説明

cns image
cns trusted-server
show cns image status

CNS イメージ エージェント サービスをイネーブルにします。
CNS エージェントの信頼できるサーバを指定します。
CNS イメージ エージェントのステータスに関する情報を表示します。
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cns inventory
CNS インベントリ エージェントをイネーブルにし（つまり、ルータのラインカードとモジュールのイ
ンベントリを CNS コンフィギュレーション エンジンに送信し）、CNS インベントリ モードを開始する
には、グローバル コンフィギュレーション モードで cns inventory コマンドを使用します。CNS イン
ベントリ エージェントをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

cns inventory
no cns inventory

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンドのデフォルト

CNS インベントリ エージェントはディセーブルになっています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(8)T
12.3(1)
12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

config, event キーワード、および notify oir キーワードが削除されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

ルータのポート アダプタおよびインターフェイス インベントリに発生した変更を CNS コンフィギュ
レーション エンジンにいつ通知するかを指定するには、このコマンドを announce config および
transport event CNS インベントリ コンフィギュレーション モード コマンドと一緒に使用します。ど
の CNS インベントリ コマンドを実行するよりも前に、CNS インベントリ コンフィギュレーション
モードでトランスポートを指定する必要があります。

例

次に、CNS インベントリ エージェントをイネーブルにして、CNS インベントリ コンフィギュレー
ション モードを開始する例を示します。
Router(config)# cns inventory
Router(cns_inv)#

関連コマンド

コマンド

説明

cns config initial

CNS コンフィギュレーション エージェントを起動し、初期コンフィギュ
レーションを開始します。
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cns password

cns password
Cisco Networking Services（CNS）のパスワードを設定するには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで cns password コマンドを使用します。CNS パスワードをディセーブルにするには、この
コマンドの no 形式を使用します。

cns password password
no cns password password

シンタックスの説明

password

コマンドのデフォルト

CNS パスワードは設定されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(8)T
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

CNS パスワードを指定する任意の文字ストリング。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

CNS パスワードは、ルータを初めて配置したときに設定する必要があり、コンフィギュレーション エ
ンジン（CE）上で設定されているブートストラップ パスワードと同じでなければなりません。ルータ
と CE ブートストラップ パスワードの両方がデフォルト設定を使用していれば、新しく配置したルー
タはその CE に接続できます。
いったん接続されたら、CE が CNS パスワードをブートストラップ パスワードからランダムなパス
ワードに変更します。ネットワーク管理者は、決して CNS パスワードを変更しないようにしてくださ
い。CNS パスワードを変更すると、CE との接続が失われます。

次に、password1 という CNS パスワードを設定する例を示します。

例

Router(config)# cns password password1

関連コマンド
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コマンド

説明

cns id

CNS サービスによって使用される一意のイベント ID、コンフィギュレー
ション ID、またはイメージ ID を設定します。
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cns template connect
Cisco Networking Services（CNS）テンプレート接続コンフィギュレーション モードを開始して、
CNS 接続テンプレートの名前を定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで cns
template connect コマンドを使用します。CNS 接続テンプレートをディセーブルにするには、このコ
マンドの no 形式を使用します。

cns template connect name
no cns template connect name

シンタックスの説明

name

コマンドのデフォルト

CNS 接続テンプレートは定義されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(2)XF
12.3(8)T
12.3(9)
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

設定する CNS 接続テンプレートの名前。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(8)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(9) に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

cns template connect コマンドを使用して CNS テンプレート接続コンフィギュレーション モードを開
始し、設定する CNS 接続テンプレートの名前を定義します。次に、cli コマンドを使用して、CNS 接
続テンプレートのコマンドラインを指定します。

（注）

例

CNS 接続テンプレートを作成する際には、exit コマンドを入力してテンプレートの設定を完了させ、
CNS テンプレート接続コンフィギュレーション モードを終了する必要があります。この要件は、誤っ
て cli コマンドなしにコマンドを入力してしまうことを防ぐために実装されたものです。

次に、template1 という名前の CNS 接続テンプレートを設定する例を示します。
Router(config)# cns template connect template1
Router(config-templ-conn)# cli command-1
Router(config-templ-conn)# cli command-2
Router(config-templ-conn)# cli no command-3
Router(config-templ-conn)# exit
Router(config)#
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cns template connect

template1 テンプレートを適用すると、次のコマンドがルータのパーサーに送信されます。
command-1
command-2
no command-3

CNS コンフィギュレーション エンジンへの ping 試行が失敗した後に template1 テンプレートがルータ
のコンフィギュレーションから削除されると、次のコマンドがルータのパーサーに送信されます。
no command-1
no command-2
command-3

関連コマンド

コマンド

説明

cli（cns）
cns connect

CNS 接続テンプレートのコマンドラインを指定します。
CNS 接続コンフィギュレーション モードを開始し、CNS コンフィギュ
レーション エンジンに接続するための CNS 接続プロファイルのパラメー

discover（cns）

CNS コンフィギュレーション エンジンへの接続のための CNS 接続プロ

タを定義します。
ファイル内でのインターフェイス パラメータを定義します。

template（cns）
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ルータのコンフィギュレーションに適用する、CNS 接続プロファイル内で
の CNS 接続テンプレートのリストを指定します。
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cns trusted-server
Cisco Networking Services（CNS）エージェントのための信頼できるサーバを指定するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで cns trusted-server コマンドを使用します。CNS エージェント
のための信頼できるサーバの使用をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

cns trusted-server {all-agents | config | event | exec | image} name
no cns trusted-server {all-agents | config | event | exec | image} name

シンタックスの説明

デフォルト

all-agents
config

すべての CNS エージェントのための信頼できるサーバを指定します。

event
EXEC
image
name

CNS イベント エージェントのための信頼できるサーバを指定します。
CNS exec エージェントのための信頼できるサーバを指定します。
CNS イメージ エージェントのための信頼できるサーバを指定します。
信頼できるサーバのホスト名または IP アドレスを指定するストリング。

CNS コンフィギュレーション エージェントのための信頼できるサーバを指
定します。

デフォルトでは、暗黙的なサーバ ストリングだけが信頼されます。
コマンドライン インターフェイス（CLI）を介した CNS イベント エージェントのサーバ ストリングの
設定は、すべての CNS エージェントによる暗黙的な信頼になります。その他の CNS エージェントに
ついては、CLI を使用したサーバ ストリングの設定は、指定したエージェントのサーバの暗黙的な信
頼になります。たとえば、cns exec 10.2.1.2 はストリング 10.2.1.2 を暗黙的に設定し、exec エージェ
ントによって暗黙的に信頼されます。また、cns event 10.4.2.2 と指定すると、ストリング 10.4.2.2 を
暗黙的に設定し、すべての CNS エージェントによって暗黙的に信頼されます。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(1)
12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

cns trusted-server コマンドを使用して、個々の CNS エージェントまたはすべての CNS エージェント
のために信頼できるサーバを指定します。以前の Cisco IOS リリースでは、CNS エージェントはどの
サーバにも接続できましたが、これがシステムをセキュリティ違反にさらしていました。リストにない
サーバに接続しようとすると、エラー メッセージが表示され、拡張マークアップ言語（XML）の認証
失敗が応答されます。下位互換性のために、CNS エージェントのための設定 CLI を使用したサーバ ア
ドレスの設定は、指定したエージェントのためのサーバの暗黙的な信頼になります。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

B-65

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス

cns trusted-server

このコマンドは、CNS エージェントがその応答を、特定の CNS エージェントに対してコマンドライン
で明示的に設定されていないサーバ アドレスにリダイレクトするようにする場合に使用します。たと
えば、CNS exec エージェントに 1 つのサーバが設定されていても、設定されているサーバを無効にす
るメッセージを CNS イベント バスから受信する場合もあります。新しいサーバ アドレス ストリング
は明示的に設定されてはいないため、新しいサーバ アドレスは信頼できるサーバではありません。
CNS exec エージェントがこの新しいサーバ アドレスに応答しようとすると、新しいサーバ アドレス
ストリングのための cns trusted-server コマンドが設定されていなければ、エラーが生成されます。

cns trusted-server コマンドは、ドメイン ネーム システム（DNS）は使用しません。その代わりに、
暗黙的に信頼できるサーバとして設定されたサーバと要求されてリダイレクトされたサーバ アドレス
間でストリング比較が行われます。

次に、サーバ 10.19.2.5 を CNS イベント エージェントのための信頼できるサーバとして設定する例を
示します。

例

Router# cns trusted-server event 10.19.2.5

次に、TDNS によって host.somedomain.com にマッピングされているサーバ 10.2.2.8 をすべての CNS
エージェントのための信頼できるサーバとして設定する例を示します。
Router# cns trusted-server all-agents 10.2.2.8
Router# cns trusted-server all-agents host
Router# cns trusted-server all-agents host.somedomain.com

次に、ストリング 10.2.2.8 を CNS イメージ エージェントのための暗黙的な信頼できるサーバとして設
定する例を示します。
Router# cns image server 10.2.2.8 status 10.2.2.8

関連コマンド
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コマンド

説明

cns config
cns event
cns image

CNS コンフィギュレーション エージェント サービスを設定します。
CNS イベント エージェント サービスをイネーブルにし、設定を行います。
CNS イメージ エージェント サービスを設定します。
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dejitter-buffer
デジッタ バッファのサイズを設定するには、CEM コンフィギュレーション モードで dejitter-buffer
コマンドを使用します。デジッタ バッファをデフォルトのサイズに戻すには、このコマンドの no 形式を
使用します。

dejitter-buffer size
no dejitter-buffer

シンタックスの説明

size

デフォルト

デフォルトのデジッタ バッファ サイズは、4 ミリ秒です。

コマンド モード

CEM コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(7)T
12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

デジッタ バッファのサイズをミリ秒単位で指定します。指定できる値の範
囲は 4 ～ 500ms です。デフォルトは 4ms です。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

次に、デジッタ バッファのサイズを指定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# interface cem 0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# cem 0
Router(config-if-cem)# dejitter-buffer 10
Router(config-if-cem)# xconnect 10.10.10.10 200 encapsulation mpls
Router(config-if-cem-xconn)# exit
Router(config-if-cem)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

cem

回線エミュレーション コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

cem class

指定された CEM クラス名の中で定義されている CEM インター
フェイス パラメータを回線に適用します。

class cem

CEM インターフェイスにまとめて適用される、クラスの CEM イ
ンターフェイス パラメータを、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで設定します。
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drop

drop
特定のクラスに属するパケットを廃棄するようにトラフィック クラスを設定するには、ポリシー マッ
プ コンフィギュレーション モードで drop コマンドを使用します。トラフィック クラスのパケット廃
棄処理をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

drop
no drop

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

ディセーブルです。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(13)T
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

トラフィック クラス内のパケットを無条件に廃棄するために drop コマンドを設定する場合は、次の点
に注意してください。

• パケットの廃棄は、トラフィック クラス内で設定できる唯一の処理です。つまり、トラフィック
クラス内ではその他の処理は一切設定できません。

• トラフィック クラスが drop コマンドで設定されている場合、そのトラフィック クラスの「子」ポ
リシー（ネストされたポリシー）を service policy コマンドで設定することはできません。
• パケットの廃棄は、デフォルト クラス（class-default クラス）には設定できません。

次に、「class1」というトラフィック クラスを作成し、「policy1」というポリシー マップで使用するよ
うに設定する例を示します。ポリシー マップ（サービス ポリシー）は、出力シリアル インターフェイ
ス 2/0 にアタッチされます。アクセス グループ 101 に一致するすべてのパケットが、「c1」というクラ
ス内に置かれます。このクラスに属するパケットは、廃棄されます。

例

Router(config)# class-map class1
Router(config-cmap)# match access-group 101
Router(config-cmap)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class c1
Router(config-pmap-c)# drop
Router(config-pmap-c)# interface s2/0
Router(config-if)# service-policy output policy1
Router(config-if)# end
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関連コマンド

コマンド

説明

show class-map
show policy-map

すべてのクラス マップおよびその一致基準を表示します。

show policy-map
interface

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、ま
たは、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示
します。
指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、あるいはその
インターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス ポリシーに設定さ
れているすべてのクラスのパケット統計情報を表示します。
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dscp

dscp
Differential Services Code Point（DSCP）値の最小および最大パケットしきい値を変更するには、
random-detect-group コンフィギュレーション モードで dscp コマンドを使用します。最小および最大
パケットしきい値を DSCP 値のデフォルトに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

dscp dscp-value min-threshold max-threshold [mark-probability-denominator]
no dscp dscp-value min-threshold max-threshold [mark-probability-denominator]

シンタックスの説明

dscp-value

DSCP 値を指定します。DSCP 値には、0 ～ 63 の数字、または、
ef、af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、
af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs7 のいずれかの
キーワードを指定できます。

min-threshold

パケット数の最小しきい値。この引数に指定できる値の範囲は、
1 ～ 4096 です。キューの平均の長さが最小しきい値に達すると、
Weighted Random Early Detection（WRED）が、指定された
DSCP 値を持つ一部のパケットをランダムにドロップします。

max-threshold

パケット数の最大しきい値。この引数に指定できる値の範囲は、
min-threshold の値 ～ 4096 です。キューの平均の長さが最大しき
い値を超えると、WRED は、指定された DSCP 値を持つすべての
パケットをドロップします。

mark-probability-denominator （任意）キューの平均の深さが最大しきい値にあるときにドロップ
されたパケットの割合の分母。たとえば、分母が 512 の場合、
キューの平均が最大しきい値になったときに、512 パケットごとに
1 つのパケットがドロップされます。指定できる値の範囲は、1 ～
65536 です。デフォルトは 10 で、最大しきい値では 10 パケット
ごとに 1 つのパケットがドロップされます。

コマンドのデフォルト

WRED がパケットをドロップする可能性の計算に DSCP 値を使用している場合は、DSCP テーブルのす
べてのエントリが、「使用上のガイドライン」の表 2 に示されているデフォルト設定で初期化されます。

コマンド モード

Random-detect-group コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(5)T
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

このコマンドは、random-detect-group コマンドと組み合わせて使用する必要があります。
さらに、dscp コマンドが使用できるのは、random-detect-group コマンドを使用するときに
dscp-based 引数を指定した場合だけです。
表 2 に、dscp コマンドで使用される DSCP デフォルト設定を示します。表 2 に、DSCP 値と、その対
応する最小しきい値、最大しきい値、およびマーク確率を示します。このテーブルの最後の行（「デ
フォルト」という見出しの行）は、表内で個別に示されていないすべての DSCP 値に使用されるデ
フォルト設定です。
表 2

DSCP デフォルト設定

DSCP
（優先順位）

例

最小しきい値 最大しきい値

マーク確率

af11

32

40

1/10

af12

28

40

1/10

af13

24

40

1/10

af21

32

40

1/10

af22

28

40

1/10

af23

24

40

1/10

af31

32

40

1/10

af32

28

40

1/10

af33

24

40

1/10

af41

32

40

1/10

af42

28

40

1/10

af43

24

40

1/10

cs1

22

40

1/10

cs2

24

40

1/10

cs3

26

40

1/10

cs4

28

40

1/10

cs5

30

40

1/10

cs6

32

40

1/10

cs7

34

40

1/10

ef

36

40

1/10

rsvp

36

40

1/10

デフォルト

20

40

1/10

次に、DSCP 値 af22 を使用するように WRED をイネーブル化する例を示します。DSCP 値 af22 の最
小しきい値は 28、最大しきい値は 40、マーク確率は 10 です。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# random-detect-group class1 dscp-based
Router(cfg-red-group)# dscp af22 28 40 10
Router(cfg-red-group)# end
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dscp

関連コマンド
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コマンド

説明

random-detect-group
show queueing

per-VC WRED または per-VC DWRED をイネーブルにします。

show queueing interface

インターフェイスまたは VC のキューの統計情報を表示します。

設定されているすべてのまたは選択されたキュー戦略を表示し
ます。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス
dsl-group

dsl-group
デジタル加入者線（DSL）グループを作成して設定し、config-controller-dsl-group モードを開始する
か、または自動的に ATM グループを設定するには、config-controller モードで dsl-group コマンドを
使用します。DSL グループをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

dsl-group {number pairs link number} [ima | m-pair]
no dsl-group {number pairs link number} [ima | m-pair]

シンタックスの説明

number

DSL グループ番号を定義します。次のいずれかの値を指定できます。
• 0
• 1

pairs
link number

DSL ワイヤ ペアを定義します。
ペアのリンク番号を指定します。リンク番号オプションは、ハードウェア インター
フェイスおよび必要な DSL グループに基づいて、次の選択肢のいずれかに制限され
ます。

IMA DSL グループ
• 0
• 1
• 2
• 3
• 番号 0、1、2、3 の任意の組み合わせ

M-Pair DSL グループ
• 0-1
• 0-2
• 0-3

2-Pair DSL グループ
• 0-1
• 2-3

1-Pair DSL グループ
• 0
• 1
• 2
• 3

ima

m-pair

DSL グループを Inverse Multiplexing over ATM（IMA）グループとして定義しま
す。IMA グループは、Inverse Multiplexing over ATM（IMA）を使用して、複数の
DSL 回線を組み合わせて単一の回線にすることを可能にします。
DSL グループを M-pair グループとして定義します。M-pair グループは、複数の
DSL 回線を組み合わせて単一の回線にすることを可能にします。
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dsl-group

コマンドのデフォルト

定義済みの DSL グループも自動設定される DSL グループもありません。

コマンド モード

Config コントローラ
Config-controller-dsl-group

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(15)T

このコマンドが Cisco 1841 ルータ、および Cisco 2800 シリーズおよび
3800 シリーズのアクセス ルータ上で実行される Cisco HWIC-4SHDSL お
よび HWIC-2SHDSL に追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

config-controller モードから dsl-group コマンドを使用して DSL グループを定義し、
config-controller-dsl-group モードから手動で DSL グループを設定します。dsl-group auto コマンドを
使用すれば、ATM dsl-group の Central Office（CO; セントラル オフィス）コンフィギュレーションを
自動的に採用できます。

（注）

自動コンフィギュレーションは、IMA グループではサポートされていません。

自動コンフィギュレーションは、1 つの DSL グループと ATM インターフェイスだけに制限されていま
す。1 つのグループが自動的に設定されると、その他のグループは一切作成できません。自動コンフィ
ギュレーション グループを作成する場合は、その前に手動で作成したすべてのグループを削除する必
要があります。

• CO が複数のコンフィギュレーションを実行している場合、CPE は、次のプライオリティに基づい
てコンフィギュレーションを選択します。

1.M-PAIR
2.4-WIRE
3.2-WIRE
• CO が同じタイプのコンフィギュレーションを複数実行している場合、CPE は、リンク 0 を持つコ
ンフィギュレーションを選択します。

次に、dsl-group コマンドを使用して IMA-DSL グループを作成し、config-controller-dsl-group モー
ドを開始する例を示します。

例

Router(config-controller)# dsl-group 1 pairs 0-1 ima
Router(config-controller-dsl-group)#
Sep 14 13:15:40.285:%HWIC_SHDSL-5-DSLGROUP_UPDOWN: SHDSL 0/2/0 dsl-group(1) state changed
to down.
Sep 14 13:15:42.285:%LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/2/IMA1, changed state to down
Sep 14 13:15:43.285:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/2/IMA1, changed
state to down
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関連コマンド

コマンド

説明

controller shdsl

SHDSL モードのコントローラを設定し、config-controller モード
を開始します。

ima group
ima group clock-mode
ima link
shdsl annex
shdsl rate
show controller shdsl

物理リンクを IMA グループのメンバーとして定義します。

IMA グループのクロック モードを設定します。
IMA グループの物理リンクを定義します。
SHDSL G.991.2 標準を定義します。
SHDSL の速度を定義します。
SHDSL モード用に設定されているコントローラのステータスを表
示します。
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dsl operating-mode

dsl operating-mode
（DSL）動作モードを設定するには、Annex A インターフェイスおよび Annex M インターフェイスの
インターフェイス コンフィギュレーション モードで dsl operating-mode コマンドを使用します。

dsl operating-mode {adsl2 [annex a | annex m] | adsl2+ [annex a | annex m] | ansi-dmt | auto |
itu-dmt}

シンタックスの説明

adsl2

ADSL2 動作モードでの動作を設定します（ITU G.992.3 Annex A、Annex
L、および Annex M）。Annex 動作モードが選択されていない場合は、
Annex A、Annex L、Annex M のすべてがイネーブルになります。最終的
なモードは、DSL アクセス マルチプレクサ（DSLAM）とのネゴシエー
ションによって決まります。

adsl2+

ADSL2+ モードでの動作を設定します（ITU G.992.5 Annex A および
AnnexM）。Annex A 動作モードが選択されていない場合は、Annex と
Annex M の両方がイネーブルになります。最終的なモードは、DSLAM と
のネゴシエーションによって決まります。

annex a, m

ansi-dmt
auto

（任意）annex オプションを指定しなかった場合、Annex A と Annex M の
両方がイネーブルになります。最終的なモードは、Digital Synchronous
Line Access Multiplexer（DSLAM）とのネゴシエーションによって決まり
ます。
ルータを ANSI フルレート モードで動作するように設定します（ANSI
T1.413）。
デフォルト設定。DSLAM が、「使用上のガイドライン」に記載されている
順序で自動的に DSL 動作モードを選択するようにルータを設定します。サ
ポートされているすべてのモードがイネーブルになります。

itu-dmt

ITU G.992.1 Annex A フルレート モードでの動作を設定します。

コマンドのデフォルト

デフォルトは、auto モードです。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(4)YA
12.2(15)T

このコマンドが追加されました。

12.4(11)XJ
12.4(20)MR
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このコマンドが Cisco 820 シリーズ ルータ、および

Cisco SOHO 70、76、77、77H プラットフォームに実装されました。
このコマンドの変更が Cisco IOS Release 12.4(11)XJ に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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dsl operating-mode

使用上のガイドライン

デフォルトの auto モードでは、ルータは、まず、設定されている ITU 動作モードを使用して接続を試
みます。この接続に失敗すると、ルータは、許可されている秒数の間（デフォルトでは 2 秒間）
ANSI/ETSI モードで試みます。この時間は、dsl sync interval コマンドで変更できます。このコマン
ドが失敗すると、ルータは、割り当てられている秒数の間（デフォルトでは 2 秒間）ITU モードを試
みます。dsl sync mode ansi コマンドを使用すれば、まず ANSI モードで接続を試みるようにルータに
強制することができます。これも失敗した場合、ルータは、3 秒間または dsl sync interval で指定され
た期間、再び ITU モードを試みます。これに失敗すると、ルータは、上述の ansi 以外のあらゆるモー
ドを含めて、サイクル モードを繰り返します。

auto 以外のモードで接続するように強制されている場合は、属性 auto で DSL 動作モードを使用して、
ルータをデフォルトの auto モードに戻す必要があります。
ルータは、showtime 状態（接続試行が成功したことを示します）に達して接続されるまで、モードの
いずれかを使用して、説明したとおりの順序で、モード間のスイッチングを続けます。このスイッチン
グ プロセスは、DSL のパフォーマンスを向上させるために特別に設計されたものです。

例

次に、dsl operating-mode コマンドを使用して Annex M 動作モードを設定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始する例を示します。
Router(config-if)# dsl operating-mode adsl2+ annex m
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encapsulation（ATM）

encapsulation（ATM）
ATM アダプテーション層（AAL）と ATM 疑似回線（VC）、VC クラス、VC、バンドル、または相手
先固定接続（PVC）範囲のカプセル化タイプを設定するには、適切なモードで encapsulation コマン
ドを使用します。カプセル化タイプを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

encapsulation {aal5snap} [group group-name]
no encapsulation {aal5snap} [group group-name]

シンタックスの説明

aal5snap

AAL と逆アドレス解決プロトコル（ARP）をサポートするカプセル化タイプ。論
理リンク制御 / サブネットワーク アクセス プロトコル（LLC/SNAP）がプロトコ
ル データグラムに優先されます。

group

（任意）このインターフェイス上の PPPoE セッションで PPPoE プロファイルが使
用されるように指定します。

group-name

（任意）このインターフェイス上の PPPoE セッションで使用される PPPoE プロ
ファイルの名前。

デフォルト

グローバル デフォルトのカプセル化オプションは aal5snap です。

コマンド モード

ATM VC コンフィギュレーション（ATM PVC または SVC の場合）
バンドル コンフィギュレーション（VC バンドルの場合）
PVC 範囲コンフィギュレーション（ATM PVC 範囲の場合）
PVC-in-range コンフィギュレーション（PVC 範囲内の個別の PVC の場合）
VC-class コンフィギュレーション（VC クラスの場合）

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3T
12.0(3)T

このコマンドが追加されました。

12.0(7)XK

このコマンドが、ATM VC バンドル用のカプセル化設定を提供するように
拡張されました。aal5mux frame キーワードと aal5mux voice キーワード
が Cisco MC3810 シリーズ ルータ用に追加されました。

aal5mux voice オプションのサポートが Cisco 3600 シリーズ ルータに追加
されました。

12.0(7)T
12.1(1)XA
12.1(3)T

aal5mux fr-atm-srv オプションが Cisco MC3810 ルータ用に追加されまし
た。aal5mux frame オプションが aal5mux frame-relay に変更されました。
aal2 オプションが Cisco MC3810 ルータに追加されました。
PPP over ATM SVC のためのカプセル化設定を提供するために aal5auto オ
プションが追加されました。

12.1(5)XM
12.1(5)T

aal2 オプションのサポートが Cisco AS5300 アクセス ルータおよび Cisco
3600 マルチサービス プラットフォームに追加されました。
aal5ciscoppp オプション、aal5mux オプション、および aal5snap オプ
ションが、PVC 範囲コンフィギュレーション モードおよび PVC-in-range
コンフィギュレーション モードで使用可能になりました。

12.2(2)T
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(2)T に統合されました。
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encapsulation（ATM）

リリース

変更点

12.1(1)DC1

aal5autoppp オプションが Cisco 6400 ユニバーサル アクセス コンセント
レータに追加されました。

12.2(4)T
12.2(13)T

12.2(15)T
12.3(7)XI3
12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.4(11)XW
12.4(20)MR

aal5autoppp オプションが Cisco IOS Release 12.2(4)T に統合されました。
Apollo Domain、Banyan VINES、および Xerox Network Systems が Cisco
IOS ソフトウェアではサポートされなくなったため、protocol 引数のオプ
ションとしての apollo、vines、xns の値が削除されました。
group オプションが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(7)XI3 に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
pppoe オプションおよび bridge ieee8023 オプションが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

aal5snap カプセル化をサポートしているのは、Release 12.4(20)MR だけです。

例

SNAP カプセル化の例
次に、aal5snap カプセル化のための「bundle1 」というバンドルを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# int atm2/0
Router(config-if)# bundle bundle1
Router(config-if-atm-bundle)# encapsulation aal5snap

関連コマンド

コマンド

説明

bundle
class-vc

VC バンドルを設定します。
VC クラスを ATM PVC、SVC、または VC バンドル メンバーに割り当て
ます。

protocol（ATM）

pvc
shutdown

ATM PVC、SVC、VC クラス、または VC バンドルのスタティック マップ
を設定し、ATM PVC での 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。
ATM PVC を作成します。
インターフェイスまたは ATM PVC を無効にします。
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fair-queue（class-default）

fair-queue（class-default）
class-default クラスで使用するために予約するダイナミック キューの数をデフォルト クラス ポリシー
の一部として指定するには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで fair-queue コ
マンドを使用します。class-default ポリシーから設定済みのダイナミック キューの数を削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します。

fair-queue [number-of-dynamic-queues]
no fair-queue [number-of-dynamic-queues]

シンタックスの説明

number-of-dynamic-queues

コマンドのデフォルト

ダイナミック キューの数は、インターフェイスまたは ATM 相手先固定接続（PVC）の帯域幅から導
出されます。Weighted Fair Queueing（WFQ; 重み付け均等化キューイング）およびクラスベース
WFQ（CBWFQ）がインターフェイスでイネーブルになっている場合に使用するダイナミック キュー
のデフォルト数については、「使用上のガイドライン」の表 3 を参照してください。WFQ または
CBWFQ が ATM PVC でイネーブルになっている場合に使用するダイナミック キューのデフォルト数
については、「使用上のガイドライン」の表 4 を参照してください。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)T
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR
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（任意）ダイナミック キューの数を指定する 2 の累乗。指定できる値
の範囲は 16 ～ 4096 です。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされ
ました。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使
用する機能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハー
ドウェアにより異なります。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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fair-queue（class-default）

使用上のガイドライン

このコマンドは、デフォルト クラス（一般に class-default クラスとして知られているクラス）にしか
使用できません。queue-limit コマンドまたは random-detect コマンドと組み合わせて使用できます。

class-default クラスは、トラフィックがポリシー マップ内でポリシーの定義されている他のどのクラ
スの条件も満たさなかった場合に、そのトラフィックの送信先となるデフォルト クラスです。
表 3 に、クラス ベース WFQ（CBWFQ）がインターフェイス上でイネーブルになっている場合に使用
するダイナミック キューのデフォルト数を示します。
表 3

インターフェイスの帯域幅に応じたダイナミック キューのデフォルト数

帯域幅の範囲

ダイナミック キューの数

64 kbps 以下

16

64 ～ 128 kbp（64 kbps は含まない）

32

128 ～ 256 kbp （128 kbps は含まない）

64

256 ～ 512 kbp （256 kbps は含まない）

128

512 kbps より多い

256

表 4 に、CBWFQ が ATM PVC 上でイネーブルになっている場合に使用するダイナミック キューのデ
フォルト数を示します。
表 4

例

ATM PVC の帯域幅に応じたダイナミック キューのデフォルト数

帯域幅の範囲

ダイナミック キューの数

128 kbps 以下

16

128 ～ 512 kbp （128 kbps は含まない）

32

512 ～ 2000 kbp（512 kbps は含まない）

64

2000 ～ 8000 kbp（2000 kbps は含まない）

128

8000 kbps より多い

256

次に、policy9 というポリシー マップに含まれるデフォルト クラスのポリシーを設定する例を示しま
す。同じサービス ポリシー内でポリシーが設定されているその他のクラスに指定されている一致基準
を満たさないパケットは、デフォルト クラスに送られます。このデフォルト クラスには、16 個のダイ
ナミック キューが予約されています。queue-limit コマンドが設定されているため、各ダイナミック
キューには、最大数のパケットがキューに格納されたうえでさらにパケットが到着した場合には、テー
ル ドロップが使用されます。
policy-map policy9
class class-default
fair-queue 16
queue-limit 20

次に、policy8 というポリシー マップに含まれるデフォルト クラスのポリシーを設定する例を示しま
す。fair-queue コマンドが、デフォルト クラスに使用するために 20 個のダイナミック キューを予約
します。輻輳回避には、テール ドロップではなく、Weighted Random Early Detection（WRED）パ
ケット ドロップが使用されます。
policy-map policy8
class class-default
fair-queue 64
random-detect
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fair-queue（class-default）

関連コマンド

コマンド

説明

queue-limit

ポリシー マップで設定されているクラス ポリシーのために
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。

random-detect（インターフェイ WRED または DWRED をイネーブルにします。
ス）
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fair-queue（ポリシー マップ クラス）

fair-queue（ポリシー マップ クラス）
トラフィック クラスで使用するために予約するキューの数を指定するには、ポリシー マップ クラス コ
ンフィギュレーション モードで fair-queue コマンドを使用します。トラフィック クラスから設定済み
のキューの数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

fair-queue [dynamic-queues]
no fair-queue [dynamic-queues]

シンタックスの説明

dynamic-queues

コマンドのデフォルト

キューは予約されていません。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)T
12.0(5)XE

このコマンドが追加されました。

（任意）ダイナミック カンバセーション キューの数を指定する数字。
指定できる値の範囲は 16 ～ 4096 です。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合され、Versatile
Interface Processor（VIP）対応の Cisco 7500 シリーズ ルータに実
装されました。

12.1(5)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合され、VIP 対応
の Cisco 7500 シリーズ ルータに実装されました。

12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされ
ました。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、
使用する機能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム
ハードウェアにより異なります。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

VIP では、fair-queue コマンドは、任意のトラフィック クラスに使用できます（非 VIP プラット
フォームでは、これとは逆に fair-queue コマンドをデフォルト トラフィック クラスでしか使用できま
せん）。fair-queue コマンドは、queue-limit コマンドと random-detect
exponential-weighting-constant コマンドのどちらとも組み合わせて使用できます。
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fair-queue（ポリシー マップ クラス）

次に、policy9 というポリシー マップのデフォルト トラフィック クラスを設定して、同じサービス ポ
リシー内でポリシーが設定されているその他のトラフィック クラスに指定されている一致基準を満た
さなかったパケット用に 10 個のキューを予約する例を示します。queue-limit コマンドが設定されて
いるため、各キューには、最大数のパケットがキューに格納されたうえでさらにパケットが到着した場
合には、テール ドロップが使用されます。

例

policy-map policy9
class class-default
fair-queue 10
queue-limit 20

次に、class1 というユーザ定義のトラフィック クラスに関連付けられている policy8 というサービス
ポリシーを設定する例を示します。fair-queue コマンドは、サービス ポリシーに使用するために 20 個
のキューを予約します。輻輳回避には、テール ドロップではなく、Weighted Random Early Detection
（WRED）または分散 WRED（DWRED）パケット ドロップが使用されます。
policy-map policy8
class class1
fair-queue 20
random-detect exponential-weighting-constant 14

関連コマンド
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コマンド

説明

class class-default

サービス ポリシー マップのデフォルト トラフィック クラスを
指定します。

queue-limit

ポリシー マップで設定されているクラス ポリシーのために
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。

random-detect
exponential-weighting-constant

キューの平均サイズ計算のための WRED および DWRED 指数
加重係数を設定します。
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gsm-abis congestion abate

gsm-abis congestion abate
輻輳が緩和されたためリモート ルータがタイム スロットの抑制を停止するレベルとなる輻輳緩和検出
レベルを設定するには、gsm-abis congestion abate インターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。緩和検出レベルは、連続して輻輳緩和されている状態（つまり、輻輳の検出なし）を x
ミリ秒で定義します。

gsm-abis congestion abate ms

シンタックスの説明

ms

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

緩和検出レベルの時間をミリ秒で設定します。

次に、緩和検出レベルを 250 ms に設定する例を示します。
Router(config)# interface Serial10/2:0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# load-interval 30
Router(config-if)# gsm-abis local 10.10.10.2 6661
Router(config-if)# gsm-abis remote 10.10.10.1 5553
Router(config-if)# gsm-abis congestion enable
Router(config-if)# gsm-abis congestion abate 250
Router(config-if)# no keepalive

関連コマンド

コマンド

説明

gsm-abis congestion critical

輻輳の発生時に抑制から除外されるクリティカル タイムスロット
を定義します。

gsm-abis congestion enable

送信ジッタ バッファを監視し、輻輳の検出時に輻輳表示信号をリ
モート ルータに送信するように、輻輳検出アルゴリズムを設定し
ます。

gsm-abis congestion onset

輻輳を緩和するためにリモート ルータがクリティカルとして定義
されていないすべてのタイムスロットの抑制を開始する、輻輳発
生検出レベルを設定します。

gsm-abis jitter
gsm-abis local
gsm-abis remote

GSM-Abis インターフェイスの送信ジッタ遅延時間を設定します。
IP/UDP バックホール接続のローカル パラメータを設定します。
IP/UDP バックホール接続のリモート パラメータを設定します。
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gsm-abis congestion critical

gsm-abis congestion critical
輻輳の発生時に抑制から除外されるクリティカル タイムスロットを定義するには、gsm-abis
congestion critical インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。これらのタイ
ム スロットには、BSC と BTS の間で交換されるシグナリングおよび制御情報が含まれます。

gsm-abis congestion critical time-slot-range

シンタックスの説明

time-slot-range

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

輻輳の発生時に抑制から除外されるタイムスロットの値または値の範囲を
指定します。範囲を示すには、ハイフンを使用します。

次に、タイムスロット範囲を設定する例を示します。
Router(config)# interface Serial10/2:0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# load-interval 30
Router(config-if)# gsm-abis local 10.10.10.2 6661
Router(config-if)# gsm-abis remote 10.10.10.1 5553
Router(config-if)# gsm-abis congestion enable
Router(config-if)# gsm-abis congestion critical 2-3
Router(config-if)# no keepalive

関連コマンド

B-86

コマンド

説明

gsm-abis congestion abate

輻輳が緩和されたことによりリモート ルータがタイムスロットの
抑制を停止する、輻輳緩和検出レベルを設定します。

gsm-abis congestion enable

送信ジッタ バッファを監視し、輻輳の検出時に輻輳表示信号をリ
モート ルータに送信するように、輻輳検出アルゴリズムを設定し
ます。

gsm-abis congestion onset

輻輳を緩和するためにリモート ルータがクリティカルとして定義
されていないすべてのタイムスロットの抑制を開始する、輻輳発
生検出レベルを設定します。

gsm-abis jitter
gsm-abis local
gsm-abis remote

GSM-Abis インターフェイスの送信ジッタ遅延時間を設定します。
IP/UDP バックホール接続のローカル パラメータを設定します。
IP/UDP バックホール接続のリモート パラメータを設定します。
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gsm-abis congestion enable

gsm-abis congestion enable
輻輳検出アルゴリズムをイネーブルにするには、gsm-abis congestion enable インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用します。輻輳検出アルゴリズムは送信ジッタ バッファを監視し、
輻輳を検出するとリモートに輻輳表示信号を送信します。リモート ルータは、輻輳を緩和するために、
クリティカルとして定義されていないすべてのタイムスロットを抑制します。輻輳検出アルゴリズムの
目的は、クリティカル タイムスロットのデータが損失しないようにすることです。

gsm-abis congestion enable

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、輻輳検出アルゴリズムをイネーブルにする例を示します。
Router(config)# interface Serial10/2:0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# load-interval 30
Router(config-if)# gsm-abis local 10.10.10.2 6661
Router(config-if)# gsm-abis remote 10.10.10.1 5553
Router(config-if)# gsm-abis congestion enable
Router(config-if)# no keepalive

関連コマンド

コマンド

説明

gsm-abis congestion abate

輻輳が緩和されたことによりリモート ルータがタイムスロットの
抑制を停止する、輻輳緩和検出レベルを設定します。

gsm-abis congestion critical

輻輳の発生時に抑制から除外されるクリティカル タイムスロット
を定義します。

gsm-abis congestion onset

輻輳を緩和するためにリモート ルータがクリティカルとして定義
されていないすべてのタイムスロットの抑制を開始する、輻輳発
生検出レベルを設定します。

gsm-abis jitter
gsm-abis local
gsm-abis remote

GSM-Abis インターフェイスの送信ジッタ遅延時間を設定します。
IP/UDP バックホール接続のローカル パラメータを設定します。
IP/UDP バックホール接続のリモート パラメータを設定します。
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gsm-abis congestion onset

gsm-abis congestion onset
輻輳を緩和するために、リモート ルータがクリティカルとして定義されていないすべてのタイム ス
ロットの抑制を開始するレベルとなる輻輳発生検出レベルを設定するには、gsm-abis congestion onset
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。開始検出レベルは、連続して輻輳
が検出された状態を x ミリ秒で定義します。

gsm-abis congestion onset ms

シンタックスの説明

ms

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

発生検出レベルの時間をミリ秒で設定します。

次に、発生検出レベルを 50 ms に設定する例を示します。

例

Router(config)# interface Serial10/2:0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# load-interval 30
Router(config-if)# gsm-abis local 10.10.10.2 6661
Router(config-if)# gsm-abis remote 10.10.10.1 5553
Router(config-if)# gsm-abis congestion enable
Router(config-if)# gsm-abis congestion onset 100
Router(config-if)# no keepalive

関連コマンド
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コマンド

説明

gsm-abis congestion abate

輻輳が緩和されたことによりリモート ルータがタイムスロットの
抑制を停止する、輻輳緩和検出レベルを設定します。

gsm-abis congestion critical

輻輳の発生時に抑制から除外されるクリティカル タイムスロット
を定義します。

gsm-abis congestion enable

送信ジッタ バッファを監視し、輻輳の検出時に輻輳表示信号をリ
モート ルータに送信するように、輻輳検出アルゴリズムを設定し
ます。

gsm-abis jitter
gsm-abis local
gsm-abis remote

GSM-Abis インターフェイスの送信ジッタ遅延時間を設定します。
IP/UDP バックホール接続のローカル パラメータを設定します。
IP/UDP バックホール接続のリモート パラメータを設定します。
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gsm-abis jitter

gsm-abis jitter
GSM-Abis インターフェイスの送信ジッタ遅延時間を設定するには、gsm-abis jitter インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。送信ジッタが 4 ms に設定されている場合、時間が
0 ms のバックホールで受信したデータは、ジッタ バッファに格納され、4 ms の時間で送信されます。
送信ジッタ バッファを使用することで、バックホールにデータが着信する際にある程度のジッタを許
容でき、データ ストリームにエラーが生じません。

gsm-abis jitter ms

シンタックスの説明

ms

デフォルト

デフォルト ジッタ値は 4 ms です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

ジッタをミリ秒で設定します。デフォルトの値は 4 ms です。有効値の範囲
は 4 ～ 500 ms です。

次に、ジッタ レベルを 8 ms に設定する例を示します。
Router(config)# interface Serial10/2:0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# load-interval 30
Router(config-if)# gsm-abis local 10.10.10.2 6661
Router(config-if)# gsm-abis remote 10.10.10.1 5553
Router(config-if)# gsm-abis jitter 8
Router(config-if)# no keepalive

関連コマンド

コマンド

説明

gsm-abis congestion abate

輻輳が緩和されたことによりリモート ルータがタイムスロットの抑
制を停止する、輻輳緩和検出レベルを設定します。

gsm-abis congestion critical

輻輳の発生時に抑制から除外されるクリティカル タイムスロットを
定義します。

gsm-abis congestion enable

送信ジッタ バッファを監視し、輻輳の検出時に輻輳表示信号をリモー
ト ルータに送信するように、輻輳検出アルゴリズムを設定します。

gsm-abis congestion onset

輻輳を緩和するためにリモート ルータがクリティカルとして定義さ
れていないすべてのタイムスロットの抑制を開始する、輻輳発生検
出レベルを設定します。

gsm-abis local
gsm-abis remote

IP/UDP バックホール接続のローカル パラメータを設定します。
IP/UDP バックホール接続のリモート パラメータを設定します。
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gsm-abis local

gsm-abis local
Internet Protocol/User Data Protocol（IP/UDP）バックホール接続の確立に必要なローカル パラメータ
を設定するには、gsm-abis local インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

gsm-abis local [ip-address] [port]

シンタックスの説明

ip-address
port

（任意）確立させたい接続の IP アドレス
（任意）確立させたい接続に使用するポート

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、ローカル パラメータを設定する例を示します。
Router(config)# interface Serial10/2.0
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# gsm-abis local 10.10.10.2 5502

関連コマンド
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コマンド

説明

gsm-abis remote

IP/UDP バックホール接続のリモート パラメータを設定します。
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gsm-abis lost-recovery

gsm-abis lost-recovery
このコマンドを使用すると、ルータが失われたパケットのサブレート データを再送信する速度を制御
できます。この再送信の手法は、大量の再送信パケットのせいで以降のバックホール パケットの遅延
が発生するのを防止します。
失われたパケットのサブレート データの再送信速度を設定するには、gsm-abis lost-recovery コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

gsm-abis lost-recovery milliseconds

シンタックスの説明

milliseconds

サブレート データの再送信速度（ミリ秒）。指定できる値の範囲は
0 ～ 5000 です。
（注）

40 より小さい値を指定すると、ルータは、パケットの損失が示さ
れたときにすべてのサブレートを一度に送信するようになり、事実
上、この機能がディセーブルになります。

デフォルト

デフォルト設定は、gsm-abis lost-recovery 1250 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、リモート パラメータを設定する例を示します。
Router(config)# interface Serial10/2.0
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# gsm-abis remote 10.10.10.1 5504
Router(config)# gsm-abis lost-recovery 1250

関連コマンド

コマンド

説明

gsm-abis retransmit

反復サブレート サンプルの再送信をイネーブルにします。
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gsm-abis remote

gsm-abis remote
Internet Protocol/User Data Protocol（IP/UDP）バックホール接続の確立に必要なリモート パラメータ
を設定するには、gsm-abis remote インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

gsm-abis remote [ip-address] [port]

シンタックスの説明

ip-address
port

（任意）確立させたい接続の IP アドレス
（任意）確立させたい接続に使用するポート

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、リモート パラメータを設定する例を示します。
Router(config)# interface Serial10/2.0
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# gsm-abis remote 10.10.10.1 5504

関連コマンド
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コマンド

説明

gsm-abis local

IP/UDP バックホール接続のローカル パラメータを設定します。
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gsm-abis retransmit

gsm-abis retransmit
反復サブレート サンプルの再送信をイネーブルにするには、gsm-abis retransmit インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。このコマンドは、バックホール ネットワークの特性
により生じる遅延が過剰な場合に便利です。過剰遅延の例としては、バックホール ネットワークでの
サテライト送信施設や複数のルータ ホップの使用が含まれます。

gsm-abis retransmit sample-delay

シンタックスの説明

sample-delay

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

重複サンプルを再送信する前に確認が必要な重複サンプルの数。指定でき
る遅延範囲は 5 ～ 255 で、20 ms 間隔で 100 ～ 5100 ms を指定できます。

次に、再送信遅延を 100 ms に設定する例を示します。
Router(config)# interface Serial10/2.0
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# gsm-abis local 10.10.10.1 5504
Router(config-if)# gsm-abis remote 10.10.10.2 5504
Router(config-if)# gsm-abis retransmit 5

関連コマンド

コマンド

説明

gsm-abis local
gsm-abis remote
show gsm-abis packet
show gsm-abis packet | include
retransmit

IP/UDP バックホール接続のローカル パラメータを設定します。
IP/UDP バックホール接続のリモート パラメータを設定します。
GSM 圧縮 / 圧縮解除に関するパケット統計カウンタを表示します。
再送信された反復サブレート サンプル数を含む GSM 圧縮 / 圧縮解
除に関するパケット統計カウンタを表示します。
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gsm-abis set dscp

gsm-abis set dscp
GSM-Abis の Differential Services Code Point（DSCP）を設定することでパケットにマーク付けする
には、gsm-abis set dscp インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

gsm-abis set dscp value

（注）

GSM ショートホール インターフェイスを設定する場合は、このコマンドを使用します。

シンタックスの説明

value

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

GSM-Abis DSCP 値を設定する 0 ～ 63 の数字。

次に、パケットをマークする例を示します。
Router(config)# interface Serial10/2.0
Router(config-if)# encapsulation gsm-abis
Router(config-if)# gsm-abis local 10.10.10.1 5504
Router(config-if)# gsm-abis remote 10.10.10.2 5504
Router(config-if)# gsm-abis set dscp cs2
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idle-pattern

idle-pattern
PWE3 回線上でパケットの欠落が検出されたときに T1/E1 回線上で送信されるデータ パターンを指定
するには、CEM コンフィギュレーション モードで idle-pattern コマンドを使用します。アイドル パ
ターン データの送信を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

idle-pattern [pattern]
no idle-pattern

シンタックスの説明

pattern

デフォルト

T1 チャネルまたは E1 チャネルの場合、デフォルト アイドル パターンは 0xFF です。

コマンド モード

CEM 回線コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(7)T
12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

（任意）アイドル パターンとして送信される 8 ビットの 16 進数 T1 チャネ
ルおよび E1 チャネルに必要なのは、この引数だけです。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

使用上のガイドライン

アイドル パターン データは欠落したパケットのデータの代わりに送信されます。

例

次に、データ パターンを指定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# interface cem 0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# cem 0
Router(config-if-cem)# idle-pattern 0x55
Router(config-if-cem)# xconnect 10.10.10.10 200 encapsulation mpls
Router(config-if-cem-xconn)# exit
Router(config-if-cem)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

cem
cem class

回線エミュレーション コンフィギュレーション モードを開始します。

class cem

指定された CEM クラス名の中で定義されている CEM インターフェ
イス パラメータを回線に適用します。

CEM インターフェイスにまとめて適用される、クラスの CEM イン
ターフェイス パラメータを、グローバル コンフィギュレーション
モードで設定します。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

B-95

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス

ima-group

ima-group
物理リンクを IMA（Inverse Multiplexing over ATM; ATM の逆多重化）グループ メンバーとして定義
するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ima-group コマンドを使用します。最
初に設定を実行する場合、またはグループ メンバーを変更する場合、インターフェイスは自動的に
ディセーブルになり、新しいグループに移されてからイネーブルになります。グループを削除するに
は、このコマンドの no 形式を使用します。

ima-group group-number
no ima-group group-number

シンタックスの説明

group-number

デフォルト

IMA グループは定義されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)XK
12.0(5)T
12.0(5)XE
12.0(7)XE1
12.1(5)T

このコマンドが Cisco 2600 および 3600 シリーズ ルータに追加されました。

0 ～ 3 の IMA グループ番号を指定します。IMA グループは、ポート アダ
プタまたは共有ポート アダプタ（SPA）上の複数のポートに及ぶことがで
きますが、複数のポート アダプタまたは SPA に及ぶことはできません。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)T に統合されました。

Cisco 7200 および 7500 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
Cisco 7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
Cisco 7100、7200、および 7500 シリーズ ルータのサポートが追加されま
した。

12.2(33)SRA
12.4(11)XJ
12.2SX

12.2(33)SRB2
12.4(19)MR2

使用上のガイドライン
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(11)XJ に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

Cisco 7600 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

T1/E1 IMA ポート アダプタ インターフェイスを IMA グループに含めるように設定するには、
ima-group インターフェイス コマンドを使用します。
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ima-group

例

次に、IMA グループを定義する例を示します。
Router(config)# interface ATM0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# no atm ilmi-keepalive
Router(config-if)# ima-group 0

関連コマンド

コマンド

説明

interface atm
interface atm ima
show ima interface atm

ATM インターフェイスを設定します。
ATM IMA グループを設定します。
設定されているすべての IMA グループまたは特定のグループに関す
る情報を表示します。
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interface atm ima

interface atm ima
ATM IMA グループを設定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始するには、
interface atm ima グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。コマンドの実行時にグ
ループが存在していない場合、コマンドにより自動的にグループが作成されます。

interface atm slot/imagroup-number

シンタックスの説明

slot
group-number

ATM IMA ポート アダプタのスロット位置を指定します。
0 ～ 3 の IMA グループ番号を指定します。最大 4 つのグループを作成でき
ます。

デフォルト

インターフェイスには、個別の ATM リンクが含まれますが、IMA グループは含まれません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)XK
12.0(5)T
12.0(5)XE
12.0(7)XE1
12.1(5)T

このコマンドが Cisco 2600 および 3600 シリーズ ルータに追加されました。

12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS 12.0(5)T に統合されました。

Cisco 7200 および 7500 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
Cisco 7100 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
Cisco 7100、7200、および 7500 シリーズ ルータのサポートが Cisco IOS
Release 12.1(5)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ポートに IMA 機能が設定されると、そのポートは個別の ATM リンクとして動作しなくなります。
ima-group インターフェイス コマンドを使用して ATM リンクをグループのメンバーとして指定して
も、グループはイネーブルになりません。interface atm slot/imagroup-number コマンドを使用してグ
ループを作成する必要があります。

例

次に、IMA グループを作成する例を示します。
Router(config)# interface ATM0/IMA0
Router(config-if)# no ip address
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interface atm ima

関連コマンド

コマンド

説明

ima-group

物理リンクを IMA グループ メンバーとして設定します。IMA グ
ループに含まれる物理インターフェイスごとにこのインターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを実行します。

ima group-id

IMA インターフェイスの IMA グループ ID のユーザによる設定をイ
ネーブルにします。

interface atm
show ima interface atm

ATM インターフェイスの物理リンクを設定します。
IMA グループおよびそれに含まれるリンクに関する概要と詳細情報
を表示します。
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ip local interface

ip local interface
Provider Edge（PE）ルータ インターフェイスの IP アドレスを、トンネリングされるパケットを送信
する場合の送信元 IP アドレスとして使用するには、疑似回線クラス コンフィギュレーション モードで
ip local interface コマンドを使用します。IP アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用
します。

ip local interface interface-name
no ip local interface interface-name

シンタックスの説明

interface-name

デフォルト

IP アドレスは設定されていません。

コマンド モード

疑似回線クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

レイヤ 2 PW でトンネリングされるパケットを送信するための発信元 IP ア
ドレスとして使用する IP アドレスの PE インターフェイスの名前

PE ルータ間に設定するすべての疑似回線クラスに、同じローカル インターフェイス名を使用します。
このコマンドを使用してループバック インターフェイスを設定することを推奨します。設定しなかっ
た場合、ルータは使用可能で最適なローカル アドレスを選択します。その結果、コア方向のインター
フェイスに設定されている任意の IP アドレスになる可能性があります。これにより制御チャネルの確
立が妨げられる可能性があります。

例

次に、ローカル ループバック 0 の IP アドレスを、MPLS セッションを介してパケットを送信する場合
の送信元 IP アドレスとして設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# pseudowire-class mpls
Router(config-pw-class)# ip local interface loopback 0
Router(config-pw-class)# exit
Router(config)# exit
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ip local interface

関連コマンド

コマンド

説明

ima-group

物理リンクを IMA グループ メンバーとして設定します。IMA グ
ループに含まれる物理インターフェイスごとにこのインターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを実行します。

ima group-id

IMA インターフェイスの IMA グループ ID のユーザによる設定をイ
ネーブルにします。

interface atm
show ima interface atm

ATM インターフェイスの物理リンクを設定します。
IMA グループおよびそれに含まれるリンクに関する概要と詳細情報
を表示します。
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ip multicast-routing

ip multicast-routing
IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モード
で ip multicast-routing コマンドを使用します。IP マルチキャスト ルーティングをディセーブルにす
るには、このコマンドの no 形式を使用します。
（注）

Cisco MWR 2941-DC でサポートされているのは、PTP の冗長性のためのマルチキャスト ルーティン
グだけです。詳細については、「PTP の冗長性の設定」（P.4-24）を参照してください。

ip multicast-routing [vrf vrf-name]
no ip multicast-routing [vrf vrf-name]

シンタックスの説明

vrf vrf-name

デフォルト

IP マルチキャスト ルーティングはディセーブルになっています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
11.2(11)GS
12.0(5)T

このコマンドが追加されました。

（任意）vrf-name 引数に指定された Multicast Virtual Private Network
（MVPN; マルチキャスト バーチャル プライベート ネットワーク）ルー
ティングおよび転送（MVRF）インスタンスのための IP マルチキャスト
ルーティングをイネーブルにします。

distributed キーワードが追加されました。
このコマンドの効果が変更されました。IP マルチキャスト Multilayer
Switching（MLS）がイネーブルになっている場合にこのコマンドの no 形
式を使用すると、Multicast MultiLayer Switching（MMLS）ルート プロ
セッサ（RP）の IP マルチキャスト ルーティングがディセーブルになり、
MMLS-SE 上のすべてのマルチキャスト MLS キャッシュ エントリがパー
ジされるようになりました。

12.0(23)S
12.2(13)T
12.2(14)S
12.2(18)SXE
12.2(27)SBC
12.2(33)SRA
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

vrf キーワードと vrf-name 引数が追加されました。
vrf キーワードと vrf-name 引数が追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。
このコマンドのサポートが、Supervisor Engine 720 に追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(27)SBC に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

IP マルチキャスト ルーティングがディセーブルになっている場合、Cisco IOS ソフトウェアはどのマ
ルチキャスト パケットも転送しません。
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例

次に、IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにする例を示します。
Router(config)# ip multicast-routing

次に、特定の VRF の IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにする例を示します。
Router(config)# ip multicast-routing vrf vrf1

次に、IP マルチキャスト ルーティングをディセーブルにする例を示します。
Router(config)# no ip multicast-routing

関連コマンド

コマンド

説明

ip pim

インターフェイス上の PIM をイネーブルにします。
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ip ospf bfd

ip ospf bfd
Open Shortest Path First（OSPF）に設定されている特定のインターフェイスの Bidirectional
Forwarding Detection（BFD; 双方向フォワーディング検出）セッション パラメータを設定するには、
インターフェイス コンフィギュレーション モードで ip ospf bfd コマンドを使用します。OSPF イン
ターフェイスの BFD をディセーブルにするには、disable キーワードを使用します。ip ospf bfd コマ
ンドを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip ospf bfd [disable]
no ip ospf bfd

シンタックスの説明

disable

デフォルト

disable キーワードを使用しなかった場合のデフォルトの動作では、インターフェイス上での OSPF の
BFD サポートがイネーブルになります。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(18)SXE
12.0(31)S
12.4(4)T
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン
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（任意）指定されたインターフェイスでの OSPF の BFD をディセーブルに
します。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(4)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

ip ospf bfd コマンドを入力して、OSPF インターフェイスが障害検出に BFD を使用するように設定し
ます。ルータ コンフィギュレーション モードで bfd-all interfaces コマンドを使用して、OSPF プロセ
スに BFD を使用するようにすべての OSPF インターフェイスをグローバルに設定していた場合は、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで disable キーワードを指定して ip ospf bfd コマンド
を入力すれば、特定の OSPF インターフェイスの BFD をディセーブルにできます。
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ip ospf bfd

例

次の例では、OSPF に関連付けられているインターフェイス、ファスト イーサネット インターフェイ
ス 3/0 を BFD 用に設定しています。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface fastethernet 3/0
Router(config-if)# ip ospf bfd
Router(config-if)# end

関連コマンド

コマンド

説明

bfd all-interfaces

BFD ピアのすべてのインターフェイスの BFD をイネーブルにします。
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ip pim

ip pim
インターフェイスの Protocol Independent Multicast（PIM）をイネーブルにするには、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードで ip pim コマンドを使用します。インターフェイスの PIM をディ
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注）

Cisco MWR 2941-DC でサポートされているのは、PTP の冗長性のためのマルチキャスト ルーティン
グだけです。詳細については、「PTP の冗長性の設定」（P.4-24）を参照してください。

ip pim {sparse-mode | sparse-dense-mode | dense-mode [proxy-register {list access-list |
route-map map-name}]}
no ip pim {sparse-mode | sparse-dense-mode | dense-mode [proxy-register {list
access-list | route-map map-name}]}
sparse-mode
sparse-dense-mode
dense-mode
proxy-register

list access-list
route-map map-name

Enables sparse mode of operation.
Treats the interface in either sparse mode or dense mode of operation,
depending on which mode the multicast group operates in.
Enables dense mode of operation.
(Optional) Enables proxy registering on the interface of a designated router
(DR) (leading toward the bordering dense mode region) for multicast traffic
from sources not connected to the DR.
(Optional) Defines the extended access list number or name.
(Optional) Defines the route map.

デフォルト

IP マルチキャスト ルーティングは、すべてのインターフェイスでディセーブルになっています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
11.1
12.0 S

このコマンドが追加されました。

sparse-dense-mode キーワードが追加されました。
次のキーワードと引数が追加されました。

• proxy-register
• list access-list
• route-map map-name

12.2(33)SRA
12.2SX

12.4(20)MR
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。こ
のトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セット、
プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なります。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

インターフェイスの PIM をイネーブルにすると、そのインターフェイスでの Internet Group
Management Protocol（IGMP）動作もイネーブルになります。インターフェイスは、稠密モード、希
薄モード、または希薄 - 稠密モードになるように設定できます。モードは、Cisco IOS ソフトウェアが
そのマルチキャスト ルーティング テーブルをどのように埋め、その直接接続されている LAN から受
信したマルチキャスト パケットをどのように転送するかを表します。稠密モード インターフェイスは、
マルチキャスト ルーティング テーブルを埋める際に常にテーブルに追加されます。希薄モード イン
ターフェイスは、ダウンストリーム ルータから定期的な Join メッセージを受信した場合、およびイン
ターフェイス上に直接接続されているメンバーがある場合にだけテーブルに追加されます。
稠密モード
最初、稠密モード インターフェイスは、ルータがグループ メンバーまたはダウンストリーム ルータが
存在すると判断するか、またはダウンストリーム ルータからプルーン メッセージを受信するまでは、
マルチキャスト パケットを転送します。次に、稠密モード インターフェイスは、同じ状況が発生する
まで、定期的にマルチキャスト パケットをインターフェイスから転送します。稠密モード は、マルチ
キャスト グループ メンバーが存在することを前提としています。稠密モード ルータは、決して Join
メッセージを送信しません。メンバーもダウンストリーム PIM ルータもないと判断すると、ただちに
プルーン メッセージを送信します。稠密モード インターフェイスは、デフォルトでマルチキャスト フ
ラッディングの対象です。
プロキシ登録での稠密モード
希薄モードまたは希薄 - 稠密モード で動作するように設定されている PIM 希薄モード（PIM-SM）ドメ
イン内のルータについては、隣接する稠密モード領域につながるインターフェイスに ip pim
dense-mode proxy-register コマンドを設定する必要があります。この設定は、希薄モード ドメイン内の
ランデブー ポイント（RP）に稠密モード領域からのトラフィックをルータが登録できるようにします。
このコマンドには、どのトラフィックをルータが RP に登録する必要があるかを指定する拡張アクセス
リストまたはルート マップ引数が必要です。このコマンドは、PIM ルータを介して到達できる送信元
にだけ適用されます。Cisco IOS ソフトウェアは、リモート ソースからのトラフィックが稠密モード
インターフェイスに到達した場合、および送信元につながる Reverse Path Forwarding （RPF）ネイ
バーが PIM ルータではなく Distance Vector Multicast Routing Protocol ルータだった場合には、常にト
ラフィックを登録します。この機能は、Cisco IOS Release 10.0 から存在していたもので、アクセス リ
ストやルート マップでは変更（制限）できません。
希薄モード
希薄モード インターフェイスは、ダウンストリーム ルータから Join メッセージを受信した場合、およ
びグループ メンバーが直接インターフェイスに接続されている場合にだけ、マルチキャスト転送に使
用されます。希薄モードでは、他のマルチキャスト グループ メンバーが一切存在しないことが前提と
なっています。希薄モード ルータは、共有パスに加入したい場合は、定期的に RP に向けて Join メッ
セージを送信します。希薄モード ルータは、ソース パスに加入したい場合は、そのソースに向けて定
期的に Join メッセージを送信します。また、共有パスをなくすために、RP に向けて定期的なプルーン
メッセージの送信も行います。
希薄 - 稠密モード
稠密モードだけまたは希薄モードだけを選択する場合の代替として、PIM を一部のグループに対して
1 つの領域内で希薄モードで実行し、他のグループに対しては稠密モードで実行します。
希薄 - 稠密モードでは、グループが稠密モードだった場合、インターフェイスは稠密モードとして扱わ
れます。グループが希薄モードだった場合は、インターフェイスは希薄モードで扱われます。グループ
は、ルータがそのグループの RP について知っている場合に「希薄」です。
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インターフェイスが稠密モードで扱われる場合、そのインターフェイスは、次の条件のいずれかが当て
はまる場合にマルチキャスト ルーティング テーブルの発信インターフェイス リストに入れられます。

• メンバーまたは DVMRP ネイバーがインターフェイス上にある。
• インターフェイス上の PIM ネイバーのいずれかが、そのグループに対してプルーンされていない。
インターフェイスが希薄モードで扱われる場合、そのインターフェイスは、次の条件のいずれかが当て
はまる場合にマルチキャスト ルーティング テーブルの発信インターフェイス リストに入れられます。

• メンバーまたは DVMRP ネイバーがインターフェイス上にある。
• インターフェイス上の PIM ネイバーが、明示的な Join メッセージを受信した。

次に、トンネル インターフェイス 0 での PIM-SM をイネーブルにし、RP ルータのアドレスを
226.0.0.8 に設定する例を示します。

例

ip pim rp-address 226.0.0.8
interface tunnel 0
ip pim sparse-mode

次に、イーサネット インターフェイス 1 での PIM 稠密モード（PIM-DM ）をイネーブルにする例を示
します。
interface ethernet 1
ip pim dense-mode

次に、イーサネット インターフェイス 1 での PIM 希薄 - 稠密モードをイネーブルにする例を示します。
interface ethernet 1
ip pim sparse-dense-mode

次に、任意のソースおよび任意のマルチキャスト グループのトラフィックを登録する例を示します。
interface ethernet 0
ip address 172.16.0.0 255.255.255.0
description Ethernet interface towards the PIM sparse-mode domain
ip pim sparse-dense-mode
!
interface ethernet 1
ip address 192.44.81.5 255.255.255.0
description Ethernet interface towards the PIM dens-mode region
ip pim dense-mode proxy-register list 100
!
access-list 100 permit ip any any

関連コマンド

コマンド

説明

ip multicast-routing

IP マルチキャスト ルーティングまたはマルチキャスト分
散スイッチングをイネーブルにします。

ip pim rp-address
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ip pim rp-address
マルチキャスト グループの Protocol Independent Multicast（PIM）ランデブー ポイント（RP）のアド
レスを静的に設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで ip pim rp-address コマン
ドを使用します。RP アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注）

Cisco MWR 2941-DC でサポートされているのは、PTP の冗長性のためのマルチキャスト ルーティン
グだけです。詳細については、「PTP の冗長性の設定」（P.4-24）を参照してください。

ip pim [vrf vrf-name] rp-address rp-address [access-list] [override]
no ip pim [vrf vrf-name] rp-address rp-address [access-list] [override]

シンタックスの説明

vrf vrf-name

（任意）vrf-name 引数に指定されているマルチキャスト バーチャル
プライベート ネットワーク（MVPN）ルーティングと転送
（MVRF）インスタンスに関連付けられる静的グループ -RP マッピ
ングを指定します。

rp-address

静的グループ -RP マッピングに使用される RP の IP アドレス。4 つ
の部分がドットで区切られた表記のユニキャスト IP アドレスを指定
します。

access-list

（任意）RP に静的にマッピングされるマルチキャスト グループを定
義する標準アクセス リストの番号または名前。
（注）

override

アクセス リストが定義されていない場合は、RP はすべての
マルチキャスト グループ、224/4 にマッピングされます。

（任意）動的グループ -RP マッピングと静的グループ -RP マッピン
グが一緒に使用されており、RP アドレスの競合がある場合に、静
的グループ -RP マッピングに設定されている RP アドレスが優先さ
れるように指定します。
（注）

override キーワードを指定していなくて、RP アドレスの競
合が存在した場合には、動的グループ -RP マッピングが静
的グループ -RP マッピングよりも優先されます。

コマンドのデフォルト

PIM の静的グループ -RP マッピングは設定されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.2
11.1
12.1(2)T
12.0(23)S
12.2(13)T

このコマンドが追加されました。

override キーワードが追加されました。
bidir キーワードが追加されました。
vrf キーワードと vrf-name 引数が追加されました。
vrf キーワードと vrf-name 引数が追加されました。
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ip pim rp-address

リリース

変更点

12.2(14)S
12.2(27)SBC
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(27)SBC に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。この
トレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セット、プ
ラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なります。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に追加されました。

PIM の Cisco IOS 実装では、各マルチキャスト グループが個別に稠密モード、希薄モード、稠密 - 希薄
モードのいずれかで動作します。希薄モードのグループ（PIM-SM）は、RP を使用してソースとレ
シーバに接続します。PIM ドメイン内のすべてのルータが、そのモードの一貫した設定とマルチキャ
スト グループの RP アドレスを持っている必要があります。
Cisco IOS ソフトウェアは、静的グループ -RP マッピング コンフィギュレーション、Auto-RP、および
ブートストラップ ルータ（BSR）の 3 つのメカニズムを通じて、マルチキャスト グループのモードと
RP アドレスを学習します。デフォルトでは、グループは稠密モードで動作します。グループが稠密
モードで動作するように明示的に定義するコマンドはありません。

PIM-SM または bidir-PIM グループの RP アドレスを静的に定義するには、ip pim rp-address コマン
ドを使用します（ ip pim rp-address コマンド コンフィギュレーションは、静的グループ -RP マッピン
グと呼ばれます）。
アクセス リストを使用して、複数のグループに対して単一の RP を設定できます。アクセス リストを指
定しなかった場合は、その静的 RP はすべてのマルチキャスト グループ 224/4 にマッピングされます。
複数の RP を設定できますが、グループ範囲ごとに設定できる RP は 1 つだけです。
複数の ip pim rp-address コマンドを設定した場合は、次の規則が適用されます。

• 到達可能性に関係なく、最も高い RP IP アドレスが選択される。設定済みの複数の ip pim
rp-address コマンドのアクセス リストに一致するマルチキャスト グループの RP は、設定されて
いる RP アドレスが最も高い RP によって決まります。
• コマンドごとに 1 つの RP アドレス。複数の ip pim rp-address コマンドが設定されている場合、
各静的グループ -RP マッピングが、固有の RP アドレスで設定されている必要があります（重複し
ていると、上書きされます）。この制限は、それぞれの希薄モードまたは双方向モード グループに
RP 機能を提供するために使用できる RP アドレスは 1 つだけだということも意味します。双方向
モードと希薄モード両方用の静的グループ -RP マッピングを設定したい場合は、それぞれのモード
に固有の RP アドレスを指定する必要があります。

• コマンドごとに 1 つのアクセス リスト。複数の ip pim rp-address コマンドが設定されている場合
に、静的グループ -RP マッピングごとに設定できるアクセス リストは 1 つだけです。アクセス リ
ストを同じルータ上で設定されている他の静的グループ -RP マッピングに再使用することはできま
せん。
動的グループ -RP マッピングと静的グループ -RP マッピングが一緒に使用されている場合、マルチ
キャスト グループには、override キーワードが使用されていないかぎり、動的グループ -RP マッピン
グが静的グループ -RP マッピングよりも優先されるという規則が適用されます。
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次に、すべてのマルチキャスト グループ（224/4）の PIM RP アドレスを 192.168.0.1 に設定し、すべ
てのグループが希薄モードで動作するように定義する例を示します。

例

ip pim rp-address 192.168.0.1

（注）

静的グループ -RP マッピングに使用される RP アドレスは一意でなければなりません。bidir-PIM グ
ループと PIM-SM グループの両方に同じ RP アドレスを使用することはできません。
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ip rtp header-compression
Real-Time Transport Protocol（RTP）ヘッダー圧縮をイネーブルにするには、インターフェイス コン
フィギュレーション モードで ip rtp header-compression コマンドを使用します。RTP ヘッダー圧縮
をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip rtp header-compression [ietf-format] [periodic-refresh]
no ip rtp header-compression [passive | ietf-format] [periodic-refresh]

シンタックスの説明

ietf-format
periodic-refresh

Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）
形式のヘッダー圧縮を指定します。
（任意）圧縮された IP ヘッダーを定期的にリフレッシュすることを意味します。

デフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3
12.0

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0 に統合されました。iphc-format キー
ワードが含まれるように、このコマンドが変更されました。

12.3(2)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(2)T に統合されました。periodic-refresh
キーワードが含まれるように、このコマンドが変更されました。

12.3(4)T
12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2SX

ietf-format キーワードが含まれるように、このコマンドが変更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。こ
のトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セット、
プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なります。

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

IP/User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）/RTP ヘッダーを圧縮してパケッ
トのサイズを小さくできます。RTP の場合、RTP ペイロード サイズを 20 バイトまで圧縮できるので、
ヘッダーの圧縮は特に有効です。未圧縮のヘッダーは 40 バイトです。

ietf-format キーワード
ietf-format キーワードは、ヘッダー圧縮に IETF 形式を使用することを意味します。HDLC インター
フェイスの場合、ietf-format キーワードを指定すると UDP パケットだけが圧縮されます。PPP イン
ターフェイスの場合、ietf-format キーワードを指定すると、TCP ヘッダー圧縮もイネーブルになりま
す。このような理由から、show running-config コマンドの出力には、ip tcp header-compression コ
マンドが表示されます。RTP ヘッダー圧縮および TCP ヘッダー圧縮の両方がイネーブルになるので、
UDP パケットおよび TCP パケットの両方が圧縮されます。
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ietf-format キーワードを使用する場合は、1024 より大きな任意の偶数の宛先ポート番号を使用できま
す。この基準（ポート番号が偶数で 1024 より大きな値）を満足する有効な RTP パケットは、RTP パ
ケット圧縮形式を使用して圧縮されます。それ以外の場合、パケットは性能の落ちる非 TCP パケット
圧縮形式を使用して圧縮されます。

（注）

ヘッダー圧縮形式（この場合 IETF）は、ネットワークの両端で同じ形式にする必要があります。つま
り、ローカル ルータで ietf-format キーワードを使用した場合には、リモート ルータでも ietf-format
キーワードを使用する必要があります。

シリアル回線のサポート

RTP ヘッダー圧縮は、フレーム リレー、HDLC、または PPP カプセル化を使用するシリアル回線上で
サポートされます。シリアル接続の両端で圧縮をイネーブルにする必要があります。

ユニキャストまたはマルチキャスト RTP パケット
このコマンドによりユニキャストまたはマルチキャスト RTP パケットを圧縮できます。したがって、
低速リンクを使用する Multicast Backbone（MBONE; マルチキャスト バックボーン）トラフィックも
圧縮できます。この圧縮方式は、オーディオ トラフィックのようにペイロード サイズが小さい場合に
だけ効果があります。

例

次に、Serial1/0 インターフェイスでの RTP ヘッダー圧縮をイネーブルにし、RTP ヘッダー圧縮接続の
数を 10 までに制限する例を示します。この例では、ip rtp header-compression コマンドの
ietf-format キーワードを指定しています。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface t1/0
controller T1 0/4
Router(config-if)# encapsulation ppp
Router(config-if)# ip rtp header-compression ietf-format
Router(config-if)# ip rtp compression-connections 10
Router(config-if)# exit

次に、Serial1/0 インターフェイスで RTP ヘッダー圧縮をイネーブルにし、ip rtp header-compression
コマンドの periodic-refresh オプション キーワードを使用する例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface Serial1/0
Router(config-if)# encapsulation ppp
Router(config-if)# ip rtp header-compression ietf-format periodic-refresh
Router(config-if)# ip rtp compression-connections 10
Router(config-if)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

clear ip rtp header-compression
show ip rtp header-compression
show running-config

RTP ヘッダー圧縮構造および統計情報をクリアします。
RTP ヘッダー圧縮の統計情報を表示します。
現在実行中のコンフィギュレーション ファイルまたは特
定のインターフェイスのコンフィギュレーションの内容、
またはマップ クラス情報を表示します。
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ip tcp header-compression

ip tcp header-compression
Transmission Control Protocol（TCP）ヘッダー圧縮をイネーブルにするには、インターフェイス コン
フィギュレーション モードで ip tcp header-compression コマンドを使用します。圧縮をディセーブル
にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip tcp header-compression [passive] [iphc-format] [ietf-format]
no ip tcp header-compression [passive] [iphc-format] [ietf-format]

シンタックスの説明

デフォルト

passive

（任意）同じインターフェイス上の着信 TCP パケットが圧縮されている場
合にだけ、発信 TCP パケットを圧縮します。passive キーワードを指定し
ない場合、すべての TCP パケットが圧縮されます。

iphc-format

（任意）ヘッダー圧縮に IP Header Compression（IPHC; IP ヘッダー圧縮）
形式を使用することを意味します。

ietf-format

（任意）ヘッダー圧縮に Internet Engineering Task Force（IETF）形式を使
用することを意味します。

ディセーブルです。

PPP インターフェイスの場合、ヘッダー圧縮のデフォルト形式は IPHC です。
High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレベル データリンク制御）およびフレーム リレー イン
ターフェイスの場合、デフォルト形式は RFC 1144、Compressing TCP/IP Headers for Low-Speed
Serial Links（低速シリアルリンク向け TCP/IP ヘッダー圧縮）の記述に従います。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.0

このコマンドが追加されました。

12.3(4)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(4)T に統合されました。ietf-format
キーワードが含まれるように、このコマンドが変更されました。

12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.4(20)MR

B-114

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0 に統合されました。iphc-format
キーワードが含まれるように、このコマンドが変更されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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ip tcp header-compression

使用上のガイドライン

TCP/IP パケットのヘッダーを圧縮してパケットのサイズを小さくできます。TCP ヘッダー圧縮は、フ
レーム リレー、HDLC、または PPP カプセル化を使用するシリアル回線上でサポートされます。シリ
アル接続の両端で圧縮をイネーブルにする必要があります。TCP ヘッダーを圧縮すると、Telnet 接続
が大幅に高速化されます。
一般に、トラフィックが大きなパケットで構成されずに多数の小さなパケットで構成されている場合、
TCP ヘッダーを圧縮するとメリットがあります。トランザクション処理（通常は端末を使用）には小
さなパケットが使用され、ファイル転送には大きなパケットが使用される傾向があります。この機能で
は TCP ヘッダーだけを圧縮するので、UDP には影響ありません。

passive キーワード
デフォルトでは、iptcp header-compression コマンドにより発信 TCP トラフィックが圧縮されます。
このコマンドにはオプションの passive キーワードがあります。passive キーワードを指定した場合、同
じインターフェイス上の着信 TCP トラフィックが圧縮されている場合にだけ、発信 TCP トラフィック
が圧縮されます。passive キーワードを指定しない場合、すべての TCP トラフィックが圧縮されます。
PPP インターフェイスの場合、passive キーワードは無視されます。PPP インターフェイスでは、passive
キーワードの指定の有無にかかわらず、ヘッダー圧縮の使用をネゴシエートします。したがって、
passive キーワードは PPP インターフェイスのデフォルト形式である IPHC 形式に置き換えられます。

iphc-format キーワード
このコマンドには iphc-format キーワードが含まれます。iphc-format キーワードは、このヘッダー圧
縮タイプを使用することを意味します。PPP および HDLC インターフェイスの場合、iphc-format
キーワードを指定すると、Real-Time Protocol（RTP）ヘッダー圧縮もイネーブルになります。このよ
うな理由から、show running-config コマンドの出力には、ip rtp header-compression コマンドが表
示されます。TCP ヘッダー圧縮および RTP ヘッダー圧縮の両方がイネーブルになるので、TCP パケッ
トおよび UDP パケットの両方が圧縮されます。
（注）

フレーム リレー インターフェイスの場合、iphc-format キーワードは使用できません。

ietf-format キーワード
このコマンドには ietf-format キーワードが含まれます。ietf-format キーワードは、このヘッダー圧縮
タイプを使用することを意味します。HDLC インターフェイスの場合、ietf-format キーワードを指定
すると TCP パケットだけが圧縮されます。PPP インターフェイスの場合、ietf-format キーワードを指
定すると、RTP ヘッダー圧縮もイネーブルになります。このような理由から、show running-config コ
マンドの出力には、ip rtp header-compression コマンドが表示されます。TCP ヘッダー圧縮および
RTP ヘッダー圧縮の両方がイネーブルになるので、TCP パケットおよび UDP パケットの両方が圧縮さ
れます。

（注）

例

フレーム リレー インターフェイスの場合、ietf-format キーワードは使用できません。

次に、最初のシリアル インターフェイスに、最大 10 個のキャッシュ エントリを使用するヘッダー圧縮
を設定する例を示します。
Router(config)# interface t1 0/1
Router(config-if)# ip tcp header-compression
Router(config-if)# ip tcp compression-connections 10
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ip tcp header-compression

関連コマンド

B-116

コマンド

説明

ip tcp
compression-connections
show ip tcp
header-compression
show running-config

インターフェイス上に存在できる TCP ヘッダー圧縮接続数の合計数
を指定します。

TCP ヘッダー圧縮統計情報を表示します。
現在実行中のコンフィギュレーション ファイルまたは特定のイン
ターフェイスのコンフィギュレーションの内容、またはマップ クラ
ス情報を表示します。
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ipran-mib backhaul-notify-interval
ciscoIpRanBackHaulRcvdUtil 通知および ciscoIpRanBackHaulSentUtil 通知の
CISCO-IP-RAN-BACKHAUL-MIB からの生成を抑制するために使用するインターバルを指定するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで ipran-mib backhaul-notify-interval コマンドを使
用します。インターバルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipran-mib backhaul-notify-interval interval
no ipran-mib backhaul-notify-interval interval
通知は指定された秒数の間抑制されます。このキーワードをゼロに設定した場合、通知は抑制されませ
ん。最小インターバルは 1 分で、最大インターバルは 15 分です。抑制がイネーブルになっていても、状
態が悪化すると通知が生成されます。たとえば次のように状態が移行する場合、通知が生成されます。

• 「acceptable」から「warning」へ
• 「warning」から「overloaded」へ
この後緩和状態に移行した場合の通知は抑制されます。たとえば次のように状態が移行する場合、通知
は生成されません。

• 「warning」から「acceptable」へ
• 「overloaded」から「warning」へ
• 「overloaded」から「acceptable」へ
指定したインターバルの終了時、その時点の状態が最後に通知した状態と異なっている場合は、通知が
生成されます。

シンタックスの説明

interval

デフォルト

デフォルト インターバルは 0 です（通知は抑制されません）。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

60 ～ 900 秒、または 0

次に、通知抑制インターバルを設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# ipran-mib backhaul-notify-interval 60
Router(config)# ipran-mib backhaul-notify-interval 900
Router(config)# no ipran-mib backhaul-notify-interval
Router(config)# exit
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ipran-mib backhaul-notify-interval

関連コマンド

B-118

コマンド

説明

ipran-mib
threshold-acceptable
ipran-mib
threshold-overloaded
ipran-mib
threshold-warning

トラフィックの許容レベルを指定します。
バックホールが過負荷であることを表すトラフィック量を指定します。
バックホールが過負荷ではないがパフォーマンスに影響を与えるだ
けのトラフィックを伝送していることを表すトラフィック量を指定
します。
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ipran-mib location
デバイスの場所を定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで ipran-mib location コ
マンドを使用します。このコマンドは、ネットワーク管理システムでのシステム トポロジの正しい表
示を支援するためにも使用します。

ipran-mib location {addSite | cellSite | undefined}

シンタックスの説明

addSite
cellSite
undefined

デバイスが BSC または RNC サイトにあることを示します。
デバイスが BTS またはノード B サイトにあることを示します。
デバイスに未定義の場所を指定します。

デフォルト

デフォルトの場所は、cellSite です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、デバイスの場所を定義する例を示します。
Router# config t
Router(config)# ipran-mib location aggSite
Router(config)# ipran-mib location cellSite
Router(config)# ipran-mib location undefined
Router(config)# no ipran-mib location
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ipran-mib snmp-access

デバイスとネットワーク管理システムの間の接続タイプを定義します。
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ipran-mib snmp-access

ipran-mib snmp-access
デバイスとネットワーク管理システムの間の接続のタイプを定義するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで ipran-mib snmp-access コマンドを使用します。このコマンドは、ネットワーク
がインバンド ポーリングを処理している間のトラフィック量を制限するために使用します。

ipran-mib snmp-access {inBand | outOfBand | undefined}

シンタックスの説明

inBand
outOfBand
undefined

インバンド SNMP 接続を定義します。
アウトオブバンド SNMP 接続を定義します。
未定義の接続を指定します。

デフォルト

デフォルト アクセス タイプは、inBand です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、接続タイプを定義する例を示します。
Router# config t
Router(config)# ipran-mib snmp-access inBand
Router(config)# ipran-mib snmp-access outOfBand
Router(config)# ipran-mib snmp-access undefined
Router(config)# no ipran-mib snmp-access
Router(config)# exit

関連コマンド

B-120

コマンド

説明

ipran-mib location

デバイスの場所を定義します。このコマンドは、ネットワーク管理
システムでのシステム トポロジの正しい表示を支援するためにも使
用します。
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ipran-mib threshold-acceptable
それを下回っていれば cirbhBackHaulRcvdUtilState オブジェクトおよび cirbhBackHaulSentUtilState
オブジェクトのインスタンスが「acceptable」としてマークされるトラフィック レベルを指定するに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで ipran-mib threshold-acceptable コマンドを使用し
ます。このしきい値への変更はすべて、現在のインターバルの終了時に有効になります。このオブジェ
クトの値は、ipran-mib threshold-warning コマンドおよび ipran-mib threshold-overloaded コマン
ドで指定される値より小さくする必要があります。このパラメータは
cirbhBackHaulAcceptableThreshold オブジェクトと対応しています。

ipran-mib threshold-acceptable [utilization-percentage]

シンタックスの説明

utilization-percentage

デフォルト

デフォルトのしきい値は、60% です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

（任意）使用率のしきい値を % で指定します。指定できる値の範囲は
20 ～ 100 です。

次に、使用率のしきい値を設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# ipran-mib threshold-acceptable 50
Router(config)# ipran-mib threshold-acceptable 70
Router(config)# no ipran-mib threshold-acceptable
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ipran-mib
threshold-overloaded
ipran-mib
threshold-warning

バックホールが過負荷であることを表すトラフィック量を指定します。

ipran-mib
backhaul-notify-interval

使用状況通知の生成の抑制に使用するインターバルを指定します。

バックホールが過負荷ではないがパフォーマンスに影響を与えるだ
けのトラフィックを伝送していることを表すトラフィック量を指定
します。
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ipran-mib threshold-overloaded

ipran-mib threshold-overloaded
cirbhBackHaulRcvdUtilState オブジェクトと cirbhBackHaulSentUtilState オブジェクトのインスタン
スが「overloaded」としてマークされるトラフィック レベルを指定するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで ipran-mib threshold-overloaded コマンドを使用します。このしきい値への
変更は、現在のインターバルの終了時に有効になります。このオブジェクトの値は、
cirbhBackHaulAcceptableThreshold オブジェクトに指定される値より大きくする必要があります。ま
た、このオブジェクトの値は、cirbhBackHaulWarningThreshold オブジェクトの値以上にする必要が
あります。

ipran-mib threshold-overloaded [utilization-percentage]

シンタックスの説明

utilization-percentage

デフォルト

デフォルトのしきい値は、80% です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

（任意）使用率のしきい値を % で指定します。指定できる値の範囲は
40 ～ 100 です。

次に、使用率のしきい値を設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# ipran-mib threshold-overloaded 60
Router(config)# ipran-mib threshold-overloaded 80
Router(config)# no ipran-mib threshold-warning
Router(config)# exit

関連コマンド

B-122

コマンド

説明

ipran-mib
threshold-acceptable
ipran-mib
backhaul-notify-interval
ipran-mib
threshold-warning

トラフィックの許容レベルを指定します。
使用状況通知の生成の抑制に使用するインターバルを指定します。
バックホールが過負荷ではないがパフォーマンスに影響を与えるだ
けのトラフィックを伝送していることを表すトラフィック量を指定
します。
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ipran-mib threshold-warning
cirbhBackHaulRcvdUtilState オブジェクトと cirbhBackHaulSentUtilState オブジェクトのインスタン
スが「warning」としてマークされるトラフィック レベルを指定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで ipran-mib threshold-warning コマンドを使用します。
このしきい値への変更はすべて、現在のインターバルの終了時に有効になります。このオブジェクトの
値は、ipran-mib threshold-acceptable コマンドに指定される値より大きくする必要があります。ま
た、このオブジェクトの値は、cirbhBackHaulOverloadedThreshold オブジェクトの値以下にする必要
があります。このパラメータは cirbhBackHaulWarningThreshold オブジェクトと対応しています。

ipran-mib threshold-warning [utilization-percentage]

シンタックスの説明

utilization-percentage

デフォルト

デフォルトのしきい値は、70% です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

（任意）使用率のしきい値を % で指定します。指定できる値の範囲は
30 ～ 100 です。

次に、使用率のしきい値を設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# ipran-mib threshold-warning 60
Router(config)# ipran-mib threshold-warning 80
Router(config)# no ipran-mib threshold-warning
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ipran-mib
threshold-acceptable
ipran-mib
threshold-overloaded
ipran-mib
backhaul-notify-interval

トラフィックの許容レベルを指定します。
バックホールが過負荷であることを表すトラフィック量を指定します。
使用状況通知の生成の抑制に使用するインターバルを指定します。
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keepalive

keepalive
キープアライブ パケットをイネーブルにし、応答がなくとも Cisco IOS ソフトウェアがキープアライ
ブ パケットを送信する回数を指定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
keepalive コマンドを使用します。これを超えるとそのインターフェイスまたは特定のインターフェイ
スのトンネル プロトコルはダウンになります。
キープアライブ機能がイネーブルになると、指定されたインターバルで keepalive パケットが送信され
てインターフェイスをアクティブに保ちます。キープアライブ パケットを完全にオフにするには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

keepalive [period [retries]]
no keepalive [period [retries]]

シンタックスの説明

period

（任意）ネットワーク インターフェイスが稼動していることを確認するため
に Cisco IOS ソフトウェアがメッセージを送信する間隔を表す整数値（秒
単位）。0 より大きい値を指定する必要があります。デフォルトは 10 です。

retires

（任意）応答がなくともデバイスがインターフェイスをダウンにする前に、
キープアライブ パケットを継続して送信する回数。1 より大きく 255 より
小さい整数値を指定します。省略した場合、以前に設定されていた値が使
用されます。以前に指定されていた値がない場合は、デフォルト値の 5 が
使用されます。
このコマンドがトンネル インターフェイスに使用された場合、この変数
は、応答がなくともデバイスがトンネル インターフェイスのプロトコルを
ダウンにする前に、キープアライブ パケットを継続して送信する回数を指
定します。

period：10 秒

デフォルト

retries：5
引数なしで keepalive コマンドを入力した場合、両方の引数のデフォルト値が使用されます。

keepalive コマンドとタイムアウト（period）パラメータを入力した場合、デフォルトのリトライ回数
（5 回）が使用されます。
no keepalive コマンドを入力した場合、そのインターフェイスでキープアライブ パケットはディセー
ブルにされます。

コマンド モード

B-124

インターフェイス コンフィギュレーション
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keepalive

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.2(8)T

このコマンドが追加されました。

retries 引数が追加され、トンネル インターフェイスで使用可能になりま
した。

12.2(13)T
12.2(14)S
12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.2SX

12.4(19)MR2

使用上のガイドライン

retries 引数のデフォルト値が 5 に増やされました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

キープアライブ タイム インターバル
キープアライブ タイム インターバルの設定ができます。このインターバルは、ネットワーク インター
フェイスが動作していることを確認するために Cisco IOS ソフトウェアが自分側（イーサネットおよび
トークンリング）または相手側（シリアルおよびトンネル）にメッセージを送信する周期のことです。
インターバルの値は 1 秒刻みで増やすことができます。下限は 1 秒です。インターフェイスは、キープ
アライブ パケットを受信することなく 3 回のアップデート インターバルが経過するとダウンとして宣
言されます（リトライ値がより高く設定されている場合を除きます）。
キープアライブ タイマーの値を小さく設定すると、イーサネット インターフェイスの障害（トラン
シーバ ケーブルの接続解除やケーブルの未終端など）の迅速な検出に有効です。

回線障害
シリアル回線でよく見られる障害には、Carrier Detect（CD; キャリア検知）信号の損失があります。
この種の障害は一般に数ミリ秒以内に検出されるので、キープアライブ タイマーを調整してルーティ
ングのリカバリを速くしようとしても通常は効果がありません。

キープアライブ パケットとトンネル インターフェイス

GRE キープアライブ パケットはトンネルの両側から送信することも、片側だけから送信することもで
きます。両側からキープアライブ パケットを送信する場合、period 引数と retries 引数がリンクの両側
で異なってもかまいません。トンネルの片側だけにキープアライブを設定する場合、送信側のトンネル
インターフェイスは受信側のトンネル インターフェイスがダウンしていると見なす可能性があります
（送信インターフェイスがキープアライブを受信しないため）。トンネルの受信側からは、リンクは正常
に見えます（リンクのこちら側でキープアライブはイネーブルにされなかったため）。

パケットのドロップ
キープアライブ パケットは通常のパケットとして扱われるので、ドロップされることがあります。
キープアライブ パケットのドロップが原因となってトンネル インターフェイスがダウンにされる可能
性を減らすには、リトライ回数を増やします。

（注）

帯域幅が非常に狭いシリアル インターフェイスのキープアライブ タイマーを調整する場合、大きな
データグラムによって小さなキープアライブ パケットの遅延が引き起こされ、回線プロトコルのダウ
ンにつながることがあります。タイムアウト値およびリトライ回数を変えてみて構成に合った最適な値
を見つける必要があります。
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keepalive

例

次に、キープアライブ インターバルを 3 秒に設定する例を示します。
Router(config)# interface ethernet 0
Router(config-if)# keepalive 3

次に、キープアライブ インターバルを 3 秒、リトライ値を 7 に設定する例を示します。
Router(config)# interface tunnel 1
Router(config-if)# keepalive 3 7
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load-interval
負荷統計情報の計算に使用されるデータを取る時間の長さを変更するには、load-interval インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマン
ドの no 形式を使用します。

load-interval seconds
no load-interval seconds

シンタックスの説明

seconds

デフォルト

デフォルトは 300 秒（5 分）です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.3
12.2(4)T

このコマンドが追加されました。

12.2(18)SXF
12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.4(19)MR2

このコマンドのサポートが、Supervisor Engine 720 に追加されました。

使用上のガイドライン

負荷統計情報の計算に使用されるデータを取る時間の長さ。30 ～ 600 の範
囲にある 30 の倍数（30、60、90、120 など）を指定します。

このコマンドがフレーム リレー DLCI コンフィギュレーション モードで使
用できるようになりました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

5 分間のトラフィックの平均でなく、短いトラフィック バーストに対してより細かく計算したい場合
は、平均負荷の計算期間を短くします。
負荷インターバルを 30 秒に設定すると、新しいデータは 30 秒間にわたる負荷の計算に使用されます。
このデータは、入力レート（bps、pps）、出力レート（bps、pps）、負荷、信頼性などの負荷統計情報
の計算に使用されます。
負荷データは 5 秒ごとに収集されます。このデータは重み付き平均計算に使用されます。負荷データは
古いものより新しいほうが計算で重み付けされます。負荷インターバルを 30 秒に設定すると、負荷
データの最新の 30 秒間の平均値が計算されます。

load-interval コマンドを使用すると、5 分間のデフォルト インターバルをもっと短いまたは長い間隔
に変更できます。インターバルを短い時間に変更すると、show interface コマンドを使用したときに表
示される入力および出力統計情報が、長い期間のより多くの平均負荷を反映するのではなく、より新し
く、より瞬間的にデータに基づいたものとなります。
このコマンドは、ダイヤル バックアップの用途でバックアップ インターフェイスの導入の可能性を検
討するためによく使用されますが、どのインターフェイスでも使用できます。
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load-interval

次に、デフォルトの 5 分平均を 30 秒平均に設定する例を示します。デフォルトの 5 分のインターバル
に設定されたインターフェイスではダイヤル バックアップがトリガーされないようなトラフィック
バーストであっても、より短い 30 秒のインターバルに設定されたこのインターフェイスではダイヤル
バックアップがトリガーされる可能性があります。

例

Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)# load-interval 30

関連コマンド
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コマンド

説明

show interfaces

ALC 情報を表示します。
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match any
すべてのパケットについて正常に一致する基準とするクラス マップの一致基準を設定するには、クラ
ス マップ コンフィギュレーション モードで match any コマンドを使用します。正常一致基準としての
すべての基準を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match any
no match any

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンドのデフォルト

一致基準は指定されていません。

コマンド モード

クラスマップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)XE
12.0(5)T
12.1(1)E
12.2(33)SRA
12.2(31)SB

このコマンドが追加されました。

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされ
ました。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使
用する機能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハー
ドウェアにより異なります。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

例

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(1)E に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco
10000 シリーズ ルータに実装されました。

次のコンフィギュレーションでは、イーサネット インターフェイス 0/1 から出て行くすべてのパケッ
トが、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで指定されたパラメータに基づいてポリ
シー処理されます。
Router(config)# class-map matchany
Router(config-cmap)# match any
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class4
Router(config-pmap-c)# police 8100 1500 2504 conform-action transmit exceed-action
set-qos-transmit 4
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet0/1
Router(config-if)# service-policy output policy1
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match any

関連コマンド
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コマンド

説明

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マッ
プを作成します。

match input-interface

指定した入力インターフェイスを一致基準として使用するクラス
マップを設定します。

match protocol

指定したプロトコルに基づいて、クラス マップの一致基準を設定し
ます。
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match atm-clp
ATM セル損失優先度（CLP）に基づいたパケット照合をイネーブルにするには、クラス マップ コン
フィギュレーション モードで match atm-clp コマンドを使用します。ATM CLP に基づいたパケット
照合をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

match atm-clp
no match atm-clp

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンドのデフォルト

パケットは、ATM CLP に基づいては照合されません。

コマンド モード

クラス マップ コンフィギュレーション（config-cmap）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(28)S
12.2(28)SB
12.2(33)SRB
12.2(33)SRC
12.4(15)T2
12.2(33)SB
Cisco IOS XE
Release 2.3
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB に統合されました。

Cisco 7600 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(15)T2 に統合されました。

Cisco 7300 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS XE Release 2.3 に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドは、ATM メイン インターフェイス、ATM サブインターフェイス、または ATM 相手先固
定接続（PVC）にアタッチされているポリシー マップでサポートされています。ただし、これらのタ
イプの ATM インターフェイスにアタッチされたポリシー マップ（match atm-clp コマンドを含む）と
なれるのは、input ポリシー マップだけです。
このコマンドは、PA-A3 アダプタでしかサポートされていません。

例

次に、class-map コマンドを使用して「class-c1」というクラスを作成し、そのクラス内で match
atm-clp コマンドを設定する例を示します。したがって、パケットは ATM CLP に基づいて照合され、
このクラスに置かれます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# class-map class-c1
Router(config-cmap)# match atm-clp
Router(config-cmap)# end
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match atm-clp

関連コマンド
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コマンド

説明

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを作
成します。

show atm pvc
show policy-map
interface

すべての ATM PVC およびトラフィック情報を表示します。
指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、あるいはその
インターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス ポリシーに設定され
ているすべてのクラスのパケット統計情報を表示します。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス
match cos

match cos
レイヤ 2 Class of Service（CoS; サービス クラス）/Inter-Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）マー
キングに基づいてパケットを照合するには、クラス マップ コンフィギュレーション モードで match
cos コマンドを使用します。一致基準としての特定のレイヤ 2 CoS/ISL マーキングを削除するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

match cos cos-value [cos-value [cos-value [cos-value]]]
no match cos cos-value [cos-value [cos-value [cos-value]]]

シンタックスの説明

cos-value

コマンドのデフォルト

パケットのレイヤ 2 CoS/ISL マーキングに基づいた照合は行われません。

コマンド モード

クラス マップ コンフィギュレーション（config-cmap）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(5)T
12.0(25)S
12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.4(20)MR
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.2(33)SRC
12.4(15)T2
12.2(33)SB
12.4(20)MR

例

具体的な IEEE 802.1Q/ISL CoS 値。cos-value は 0 ～ 7 です。1 つの
match cos 文に最大 4 つの CoS 値をスペースで区切って指定できます。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

Cisco 7600 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(15)T2 に統合されました。

Cisco 7300 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に追加されました。

次に、1、2、および 3 の CoS 値を、cos という分類ポリシーを含むインターフェイスの成功一致基準
とする例を示します。
Router(config)# class-map cos
Router(config-cmap)# match cos 1 2 3

次の例では、CoS 値に基づいてトラフィックを分類するために、voice および video-n-data というクラ
スを作成しています。その後、cos-based-treatment ポリシー マップ内で該当パケットへの QoS 処理を
指定しています（この例では、QoS 処理は priority が 64、bandwidth が 512）。この例で設定したサー
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match cos

ビス ポリシーは、ファスト イーサネット インターフェイス 0/0.1 から出て行くすべてのパケットにア
タッチされます。サービス ポリシーは、サービス ポリシーをサポートする任意のインターフェイスに
アタッチできます。
Router(config)# class-map voice
Router(config-cmap)# match cos 7
Router(config)# class-map video-n-data
Router(config-cmap)# match cos 5
Router(config)# policy-map cos-based-treatment
Router(config-pmap)# class voice
Router(config-pmap-c)# priority 64
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class video-n-data
Router(config-pmap-c)# bandwidth 512
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface fastethernet0/0.1
Router(config-if)# service-policy output cos-based-treatment

関連コマンド

コマンド

説明

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを作
成します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。
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service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力イン
ターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC の
サービス ポリシーとして使用します。

set cos
show class-map

発信パケットのレイヤ 2 CoS 値を設定します。
すべてのクラス マップおよびその一致基準を表示します。
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match dscp
Differentiated Service Code Point（DSCP）、Assured Forwarding（AF; 保証転送）、および Certificate
Server（CS; 証明書サーバ）の値の 1 つまたは複数を一致基準として指定するには、クラスマップ コン
フィギュレーション モードで match dscp コマンドを使用します。クラス マップから特定の DSCP 値
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match [ip] dscp dscp-value [dscp-value dscp-value dscp-value dscp-value dscp-value
dscp-value dscp-value]
no match [ip] dscp dscp-value

シンタックスの説明

ip
dscp-value

コマンドのデフォルト

（任意）一致基準を IPv4 パケット専用に指定します。これを指定しなけれ
ば、IPv4 パケットと IPv6 パケットの両方が照合されます。

DSCP 値の識別に使用する DSCP 値。有効な値については、「使用上のガ
イドライン」を参照してください。

一致基準は設定されていません。

ip キーワードを入力しなかった場合、IPv4 パケットと IPv6 パケットの両方が照合されます。

コマンド モード

クラスマップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(13)T

このコマンドが追加されました。このコマンドで match ip dscp コマンド
が置き換えられました。

12.0(28)S

IPv6 でのこのコマンドのサポートが、Cisco IOS Release S12.0(28)S に追
加されました。

12.0(17)SL
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに実装されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

DSCP 値
1 つまたは複数の Differentiated Service Code Point（DSCP）値を入力する必要があります。コマンド
には、次の任意の組み合わせを含めることができます。

• DSCP 値を表す数字（0 ～ 63）
• 特定の AF DSCP を識別する af 番号（af11 など）
• 特定の CS DSCP を識別する cs 番号（cs1 など）
• default：デフォルト DSCP を持つパケットに一致します。
• ef：EF DSCP を持つパケットに一致します。
たとえば、0、1、2、3、4、5、6、または 7 の DSCP 値が必要な場合（指定したすべての IP DSCP 値
ではなく、1 つの値だけが正常な一致基準であることに注意）、match dscp 0 1 2 3 4 5 6 7 コマンドを
入力します。
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match dscp

このコマンドはクラス マップで使用され、パケット上の特定の DSCP 値マーキングを識別します。こ
のコンテキストでは、dscp-value 引数はマーキングとしてだけ使用され、数学的な意味はありません。
たとえば、dscp-value の 2 という値は、1 より大きいわけではありません。値は単に 1 という
dscp-value ではなく 2 という dscp-value でマーキングされているパケットを示しているだけです。こ
れらのマーキングされたパケットの処理は、ユーザが、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーショ
ン モードでの Quality of Service（QoS; サービス品質）ポリシーの設定を通じて定義します。

DSCP 値での一致パケット
DSCP 値を IPv6 パケットだけに照合させるには、match protocol ipv6 コマンドも使用する必要があり
ます。このコマンドを指定しないと、DSCP の照合は、デフォルトで IPv4 パケットと IPv6 パケットの
両方に行われます。

DSCP 値を IPv4 パケットだけの照合に使用するには、ip キーワードを使用します。ip キーワードを指
定しないと、照合は IPv4 パケットと IPv6 パケットの両方に行われます。その代わりに match
protocol ip コマンドを match dscp と一緒に使用しても、IPv4 パケットだけを分類できます。
DSCP ビットをセットした後は、その他の QoS 機能をビット設定で動作させることができます。
ネットワークは、マーキングされているトラフィックにプライオリティを与える（または何らかのタイ
プの優先処理を行う）ことができます。一般に、ネットワークのエッジ（または管理ドメイン）で優先
順位の値を設定します。これにより、データが優先順位に従ってキューに格納されます。Weighted
Fair Queueing（WFQ; 重み付け均等化キューイング）で、輻輳ポイントでの優先順位の高いトラ
フィックの処理を高速化できます。Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付けランダム早期
検出）で、輻輳時に、優先順位の高いトラフィックの損失率をその他のトラフィックより確実に低くす
ることができます。

次に、複数の一致基準を設定する例を示します。この場合は、2 つの IP DSCP 値と 1 つの AF 値です。

例

Router(config)# class-map map1
Router(config-cmap)# match dscp 1 2 af11

関連コマンド

コマンド

説明

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを作
成します。

match protocol ip
policy-map

パケットの DSCP 値照合を行います。

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。
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service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力イン
ターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC の
サービス ポリシーとして使用します。

set dscp
show class-map

トラフィック クラス内のパケットの DSCP 値をマーク付けします。
すべてのクラス マップおよびその一致基準を表示します。
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match ip dscp
特定の IP Differentiated Service Code Point（DSCP）値を一致基準として指定するには、match ip
dscp クラスマップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。クラス マップから特定の IP
DSCP 値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match ip dscp ip-dscp-value [ip-dscp-value ip-dscp-value ip-dscp-value ip-dscp-value
ip-dscp-value ip-dscp-value ip-dscp-value]
no match ip dscp ip-dscp-value [ip-dscp-value ip-dscp-value ip-dscp-value ip-dscp-value
ip-dscp-value ip-dscp-value ip-dscp-value]

シンタックスの説明

ip-dscp-value

コマンド モード

クラスマップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

使用上のガイドライン

IP DSCP 値の定義に使用される 0 ～ 63 の正確な値を指定します。

1 つの match 文で最大 8 つの IP DSCP 値を照合できます。たとえば、0、1、2、3、4、5、6、または
7 の IP DSCP 値が必要な場合（指定したすべての IP DSCP 値ではなく、1 つの値だけが正常な一致基
準であることに注意）、match ip dscp 0 1 2 3 4 5 6 7 と入力します。
このコマンドはクラス マップで使用され、パケット上の特定の IP DSCP 値マーキングを識別します。
ip-dscp-value 引数はマーキングとしてだけ使用されます。IP DSCP 値に数学的な意味はありません。
たとえば、2 という ip-dscp-value は 1 より大きいわけではありません。値は単に、2 という
ip-dscp-value でマーキングされているパケットが、1 という ip-dscp-value でマーキングされているパ
ケットとは異なるということを示しているに過ぎません。これらのマーキングされているパケットの処
理は、ユーザが、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードでの QoS ポリシーの設定を
通じて定義します。
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match ip dscp

次に、priority55 というサービス ポリシーを設定し、サービス ポリシー priority55 をインターフェイス
に付加する例を示します。この例では、ipdscp15 というクラス マップで、ファスト イーサネット 0/0
インターフェイスに入ってきたすべてのパケットについて、IP DSCP 値が 15 かどうかを評価します。
受信パケットが 15 という IP DSCP 値でマーキングされていれば、パケットは、プライオリティ レベ
ル 55 で処理されます。

例

Router(config)# class-map ipdscp15
Router(config-cmap)# match ip dscp 15
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map priority55
Router(config-pmap)# class ipdscp15
Router(config-pmap-c)# priority55
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# service-policy input priority55

関連コマンド

コマンド

説明

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マッ
プを作成します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを
指定するためのポリシー マップを作成または変更します。
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ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力
インターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスま
たは VC のサービス ポリシーとして使用します。

set ip dscp
show class-map

トラフィック クラス内のパケットの IP DSCP 値をマーク付けします。
すべてのクラス マップおよびその一致基準を表示します。
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match mpls experimental
Experimental（EXP）フィールドに指定された値（複数可）を一致基準として使用するようにクラス
マップを設定するには、クラスマップ コンフィギュレーション モードで match mpls experimental コ
マンドを使用します。EXP フィールドの一致基準をクラス マップから削除するには、このコマンドの
no 形式を使用します。

match mpls experimental number
no match mpls experimental number

シンタックスの説明

number

コマンドのデフォルト

一致基準は指定されていません。

コマンド モード

クラスマップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(7)XE1
12.1(1)E
12.1(5)T
12.2(4)T

このコマンドが追加されました。

一致基準として使用する EXP フィールドの値（0 ～ 7 からの任意の値）。
スペースで区切って複数の値を指定できます（3 4 7 など）。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(1)E に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。
このコマンドが Cisco MGX RPM-PR カードを持つ Cisco MGX 8850 ス
イッチおよび MGX 8950 スイッチに実装されました。

12.2(4)T2
12.2(33)SRA
12.2(31)SB

このコマンドが Cisco 7500 シリーズに実装されました。

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco 10000 シ
リーズに実装されました。
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match mpls experimental

使用上のガイドライン

Cisco 10000 シリーズ以外のサポートされているプラットフォーム
Class-Based Weighted Fair Queueing（CBWFQ; クラスベース重み付け均等化キューイング）の場合
は、入力インターフェイス、アクセス コントロール リスト（ACL）、プロトコル、Quality of Service
（QoS; サービス品質）ラベル、Experimental（EXP）フィールドの値などの一致基準に基づいてトラ
フィック クラスを定義します。クラスのトラフィックは、そのクラスの一致基準を満たすパケットで
構成されます。

match mpls experimental コマンドは、パケットがそのクラス マップで指定されるクラスに属してい
るかどうかを判断するためにパケットを照合する一致基準として使用する EXP フィールド値の名前を
指定します。
match mpls experimental コマンドを使用するには、まず class-map コマンドを入力して、確立する
一致基準が属するクラスの名前を指定する必要があります。クラスを指定したら、次のいずれかのコマ
ンドを使用してそのクラスの一致基準を設定できます。

• match access-group
• match input-interface
• match mpls experimental
• match protocol

1 つのクラス マップ内で複数のコマンドを指定した場合は、最後に入力したコマンドだけが適用されま
す。最後のコマンドが、それよりも前に入力したコマンドより優先されます。

CBWFQ では、入力インターフェイス、ACL、プロトコル、QoS ラベル、EXP フィールド値などの一
致基準に基づいてトラフィック クラスを定義します。クラスのトラフィックは、そのクラスの一致基
準を満たすパケットで構成されます。

match mpls experimental コマンドを使用するには、まず class-map コマンドを入力して、確立する
一致基準が属するクラスの名前を指定する必要があります。

次に、ethernet1 というクラス マップを指定し、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロト
コル ラベル スイッチング）Experimental 値の 1 および 2 をこのクラスの一致基準として使用するよう
に設定する例を示します。

例

Router(config)# class-map ethernet1
Router(config-cmap)# match mpls experimental 1 2

関連コマンド

コマンド

説明

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを作
成します。

match access-group
指定した ACL に基づいてクラス マップの一致基準を設定します。
match input-interface 指定した入力インターフェイスを一致基準として使用するクラス マップを
設定します。

match mpls
topmost ラベルの EXP 値を一致基準とします。
experimental topmost
match protocol
特定のプロトコルでトラフィックを照合します。
match qos-group
指定したプロトコルに基づいてクラス マップの一致基準を設定します。
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match precedence
IP 優先順位値を一致基準として使用するように指定するには、クラス マップ コンフィギュレーション
モードで match precedence コマンドを使用します。クラス マップから特定の IP 優先順位値を削除す
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

match [ip] precedence {precedence-criteria1 | precedence-criteria2 | precedence-criteria3
| precedence-criteria4}
no match [ip] precedence {precedence-criteria1 | precedence-criteria2 |
precedence-criteria3 | precedence-criteria4}

シンタックスの説明

ip
precedence-criteria1
precedence-criteria2
precedence-criteria3

（任意）一致基準を IPv4 パケット専用に指定します。これを指定しなけれ
ば、IP パケットと IPv6 パケットの両方が照合されます。
優先順位値を指定します。スペースで区切って、最大 4 つの異なる値を入
力できます。指定できる値については、「使用上のガイドライン」を参照
してください。

precedence-criteria4

コマンドのデフォルト

一致基準は設定されていません。

ip キーワードを入力しなかった場合、IPv4 パケットと IPv6 パケットの両方が照合されます。

コマンド モード

クラス マップ コンフィギュレーション モード（config-cmap）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(13)T

このコマンドが追加されました。このコマンドで match ip precedence コ
マンドが置き換えられました。

12.0(17)SL
12.0(28)S

このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに実装されました。

12.2(31)SB
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合されました。

このコマンドの IPv6 でのサポートが、Cisco 12000 シリーズ インター
ネット ルータに追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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match precedence

使用上のガイドライン

数字の省略形（0 ～ 7）または基準名（critical、flash など）で、単一の match 文で最大 4 つの一致基
準を入力できます。たとえば、0、1、2、3 の優先順位値を指定する場合なら（一致しなければならな
いのは、指定したすべての優先順位値ではなく、いずれか 1 つだけの優先順位値です）、match ip
precedence 0 1 2 3 コマンドを入力します。precedence-criteria の数字には、数学的な意味はありませ
ん。つまり、2 という precedence-criteria は、1 より大きいわけではありません。これらの異なるパ
ケットが処理される方法は、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで設定される Quality of
Service（QoS; サービス品質）ポリシーによって決まります。

QoS ポリシーは、ネットワークに入ってくるパケットの IP 優先順位マーキングを含むように設定でき
ます。これにより、ネットワーク内のデバイスは、新しくマーキングされた IP 優先順位値を使用して
パケットの処理方法を決定することができます。たとえば、クラスベースの Weighted Random Early
Detection（WRED; 重み付けランダム早期検出）は、IP 優先順位値を使用して、パケットがドロップ
される確率を判断します。また、音声パケットを特定の優先順位でマーキングすることもできます。そ
うすれば、Low-Latency Queueing（LLQ; 低遅延キューイング）を設定して、その優先順位のすべて
のパケットをプライオリティ キューに入れることができます。
優先順位の値と名前
次の表に、すべての基準条件の値、名前、バイナリ値、および推奨用途を示します。スペースで区切っ
て、最大 4 つの条件を入力できます。1 つの優先順位値だけが一致すれば、一致したと判断されます。
表 5 に IP 優先順位値を示します。
表 5

IP 優先順位値

優先順位の値

優先順位の名前

バイナリ値

推奨用途

0

routine

000

デフォルトのマーキング値

1

priority

001

データ アプリケーション

2

immediate

010

データ アプリケーション

3

flash

011

コール シグナリング

4

flash-override

100

ビデオ会議およびストリーミング
ビデオ

5

critical

101

音声

6

internet (control)

110

7

network (control)

111

ネットワーク コントロール トラ
フィック（ルーティングなど、通常
は優先順位 6 にします）

IP 優先順位 6 と 7 は、コントロール パケットをマーキングするのでないかぎり、パケットのマーキン
グに使用しないでください。

例

IPv4 専用のトラフィック一致
次に、「priority50」というサービス ポリシーを設定し、サービス ポリシー「priority50」をインター
フェイスにアタッチし、IPv4 トラフィックだけに一致させる例を示します。IPv4 と IPv6 の両方が稼
動しているネットワークでは、照合とトラフィックの分離でプロトコル間の区別を行う必要がある場合
もあるでしょう。この例では、「ipprec5」というクラス マップで、ファスト イーサネット インター
フェイス 1/0/0 に入ってきたすべての IPv4 パケットについて、優先順位値が 5 かどうかを評価します。
受信 IPv4 パケットが優先順位値 5 でマーキングされていた場合、パケットはプライオリティ トラ
フィックとして扱われ、50 kbps の帯域幅が割り当てられます。
Router(config)# class-map ipprec5
Router(config-cmap)# match ip precedence 5
Router(config)# exit
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Router(config)# policy-map priority50
Router(config-pmap)# class ipprec5
Router(config-pmap-c)# priority 50
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface fa1/0/0
Router(config-if)# service-policy input priority50

IPv6 専用のトラフィック一致
次に、IPv6 トラフィックだけの優先順位を照合する、同じサービス ポリシーを示します。ipv6 キー
ワードを指定した match protocol コマンドは、match precedence コマンドよりも優先されます。
IPv6 トラフィックだけの照合を行うには、match protocol コマンドが必要です。
Router(config)# class-map ipprec5
Router(config-cmap)# match protocol ipv6
Router(config-cmap)# match precedence 5
Router(config)# exit
Router(config)# policy-map priority50
Router(config-pmap)# class ipprec5
Router(config-pmap-c)# priority 50
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface fa1/0/0
Router(config-if)# service-policy input priority50

関連コマンド

コマンド

説明

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを
作成します。

match protocol
policy-map

指定したプロトコルに基づいて、クラスマップの一致基準を設定します。

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定
するためのポリシー マップを作成または変更します。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力イン
ターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC
のサービス ポリシーとして使用します。

set ip precedence
show class-map

IP ヘッダー内の優先順位値を設定します。
すべてのクラス マップとその一致基準を表示するか、または指定したク
ラス マップとその一致基準を表示します。
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match qos-group
特定の Quality of Service（QoS）グループ値を一致基準として指定するには、クラス マップ コンフィ
ギュレーション モードで match qos-group コマンドを使用します。クラス マップから特定の QoS グ
ループ値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match qos-group qos-group-value
no match qos-group qos-group-value

シンタックスの説明

qos-group-value

コマンドのデフォルト

一致基準は指定されていません。

コマンド モード

クラス マップ コンフィギュレーション（config-cmap）

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.1CC
12.05(XE)
12.2(13)T
12.2(33)SRA
12.2(31)SB

このコマンドが追加されました。

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされまし
た。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機
能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより
異なります。

Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。

使用上のガイドライン

QoS グループ値の識別に使用される、0 ～ 99 からの正確な値。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(13)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco 10000
シリーズに実装されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

match qos-group コマンドは、特定の QoS グループ値でのパケットのマーキングを識別するために、
クラス マップで使用します。このコマンドは、受信した Multiprotocol Label Switching （MPLS; マル
チプロトコル ラベル スイッチング）の Experimental（EXP）フィールド値を出力インターフェイスに
搬送するのにも使用できます。
qos-group-value 引数は、マーキングにだけ使用します。QoS グループの値に数学的な意味はありませ
ん。たとえば、2 という qos-group-value は 1 より大きいわけではありません。値は単に 2 という
qos-group-value でマーキングされているパケットが 1 という qos-group-value でマーキングされてい
るパケットとは異なるということを示しているに過ぎません。これらのパケットの処理は、ユーザが、
QoS ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードでの QoS ポリシーの設定を通じて定義し
ます。
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QoS グループ値は、ルータにローカルです。つまり、パケットにマーキングされている QoS グループ
値は、パケットがそのルータを離れてもルータから離れません。パケット内に存在するマーキングが必
要な場合は、IP 優先順位設定、IP Differentiated Service Code Point（DSCP）値、またはその他のパ
ケット マーキング手法を使用してください。
このコマンドは、random-detect discard-class-based コマンドと一緒に使用できます。

例

次に、「priority50」というサービス ポリシーを設定し、サービス ポリシー「priority50」をインター
フェイスに付加する例を示します。この例では、「qosgroup5」というクラス マップで、ギガビット
イーサネット インターフェイス 1/0/0 に入ってきたすべてのパケットについて、QoS グループ値が
5 かどうかを評価します。受信パケットが QoS グループ値 5 でマーキングされていれば、そのパケッ
トはプライオリティ レベル 50 で処理されます。
Router(config)# class-map qosgroup5
Router(config-cmap)# match qos-group 5
Router(config)# exit
Router(config)# policy-map priority50
Router(config-pmap)# class qosgroup5
Router(config-pmap-c)# priority 50
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet1/0/0
Router(config-if)# service-policy output priority50

関連コマンド

コマンド

説明

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを作
成します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。

random-detect
discard-class-based
service-policy

set precedence
set qos-group

WRED の基礎をパケットのクラス廃棄値にします。
ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力イン
ターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC
のサービス ポリシーとして使用します。
トラフィック クラス内のパケットの IP 優先順位値を指定します。
後からパケットの分類に使用できるグループ ID を設定します。
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match vlan（QoS）
Virtual Local-Area Network（VLAN; 仮想ローカル エリア ネットワーク）の識別番号を基本にしてト
ラフィックの照合と分類を行うには、クラス マップ コンフィギュレーション モードで match vlan コ
マンドを使用します。以前に一致基準として指定していた VLAN 識別番号を削除するには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。

match vlan vlan-id-number
no match vlan vlan-id-number

シンタックスの説明

vlan-id-number

コマンドのデフォルト

VLAN 識別番号を基本にしたトラフィックの照合は行われません。

コマンド モード

クラスマップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(31)SB2

このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータ専用のコマンドとして追加さ
れました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

1 つの VLAN 識別番号、複数の VLAN 識別番号、または番号の範囲。
指定できる VLAN 識別番号は、1 ～ 4095 の範囲内の値です。

VLAN 識別番号の指定
単一の VLAN 識別番号、スペースで区切った複数の VLAN 識別番号（2 5 7 など）、またはハイフンで
区切った VLAN 識別番号の範囲（25-35 など）を指定できます。
サポートの制限事項

match vlan コマンドには、次の制限事項があります。
• match vlan コマンドは、IEEE 802.1q および Inter-Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）VLAN
カプセル化にしかサポートされていません。

• Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 の時点で、match vlan コマンドは Cisco 10000 シリーズ ルータで
しかサポートされていません。
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次のサンプル コンフィギュレーションでは、VLAN 識別番号の範囲を基本にしてトラフィックを分類
および照合するために match vlan コマンドをイネーブルにしています。25 ～ 50 の範囲内の VLAN 識
別番号を持つパケットは、class1 というクラス内に置かれます。

例

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# class-map class1
Router(config-cmap)# match vlan 25-50
Router(config-cmap)# end

（注）

関連コマンド

一般に、その次の手順では、ポリシー マップ内で class1 を設定し、ポリシー マップ内で Quality of
Service（QoS; サービス品質）機能をイネーブルにし（たとえば、Class-Based Weighted Fair
Queueing（CBWFQ; クラスベース重み付け均等化キューイング））、ポリシー マップをインターフェイ
スにアタッチします。ポリシー マップを設定するには、policy-map コマンドを使用します。CBWFQ
をイネーブルにするには、bandwidth コマンドを使用します（または、イネーブルにする QoS 機能用
のコマンドを使用します）。ポリシー マップをインターフェイスにアタッチするには、service-policy
コマンドを使用します。一致基準に基づいたネットワーク トラフィックの分類の詳細については、
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide, Release 12.4T』の「Classification」を参
照してください。

コマンド

説明

bandwidth （ポリシー

ポリシー マップに属するクラスに割り当てる帯域幅を指定または変更しま
す。

マップ クラス）

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを作
成します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスにアタッチできるポリシー マップを作
成または変更します。

service-policy

インターフェイスにポリシー マップをアタッチします。
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mode（ATM/T1/E1 コントローラ）
DSL コントローラを ATM モードに設定して ATM インターフェイスを作成するか、または T1 または
E1 コントローラを T1 または E1 モードに設定して論理 T1/E1 コントローラを作成するには、コント
ローラ コンフィギュレーション モードで mode コマンドを使用します。現在のモードをディセーブル
にしてモードの変更に備えるには、このコマンドの no 形式を使用します。

mode {atm | cas}
no mode {atm | cas}

シンタックスの説明

atm

コントローラを ATM モードに設定して ATM インターフェイス（ATM 0）
を作成します。ATM は T1/E1 トランク上のすべての DS0 を占有するため、
ATM モードがイネーブルになると、チャネルなしのグループ、DS0 グルー
プ、PRI グループ、または Time-Division Multiplexing（TDM; 時分割多重）
グループが許可されます。
コントローラを ATM モードに設定すると、コントローラのフレーミングが、
T1 には Extended Super Frame（ESF; 拡張スーパー フレーム）、E1 には
Cyclic Redundancy Check type 4（CRC4; 巡回冗長検査タイプ 4）に自動的
に設定されます。ライン コードは、T1 には Binary 8-Zero Substitution
（B8ZS）、E1 には High-Density Bipolar C（HDBC）に自動的に設定されま
す。no mode atm コマンドを入力して ATM モードを削除すると、ATM イン
ターフェイス 0 は削除されます。
（注）

aimmode atm キーワードの指定されていない mode atm コマンドは、
ソフトウェアを使用して ATM の Segmentation And Reassembly
（SAR; セグメンテーション リアセンブリ）を実行します。これがサ
ポートされているのは、Cisco 2600 シリーズの WIC スロットでだけで
す。ネットワーク モジュール スロットではサポートされていません。

cas

（Cisco 2600 シリーズ WIC スロットだけ）Channel-Associated Signaling
（CAS; 個別線信号方式）モード。この WIC スロット内の T1 または E1 は、
T1 または E1 音声をサポートするようにマッピングされます（つまり、DS0
グループまたは PRI グループ内で設定されます）。

CAS モードは、コントローラ 0 とコントローラ 1 の両方でサポートされます。
Cisco IAD2430 シリーズ IAD では、CAS モードはサポートされていません。

デフォルト

コントローラ モードはディセーブルになっています。

コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション
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コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3 MA
12.1(5)XM

このコマンドが Cisco MC3810 に追加されました。

12.2(2)T
12.2(8)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(2)T に統合されました。

このコマンドのサポートが、マージされた SGCP/MGCP ソフトウェアに
まで拡張されました。
このコマンドが Cisco IAD2420 用の Cisco IOS Release 12.2(8)T に統合さ
れました。

12.2(2)XB

サポートが Cisco 2600 シリーズおよび Cisco 3660 にまで拡張されました。
キーワード aim と引数 aim-slot が追加されました。コマンドの挿入修飾子
が「Voice over ATM」から「T1/E1 controller」に変更されました。

12.2(15)T
12.3(4)XD

このコマンドが Cisco 2691 および Cisco 3700 シリーズに実装されました。

12.3(4)XG
12.3(7)T
12.3(11)T

DSL フレーム モードを設定して T1/E1 フレーム化サポートを追加するた
めに、このコマンドが Cisco 2600 シリーズおよび Cisco 3700 シリーズ
ルータ上の Cisco IOS Release 12.3(4)XD に統合されました。
このコマンドが Cisco 1700 シリーズ ルータの Cisco IOS Release
12.3(4)XG に統合されました。
このコマンドが Cisco 2600 シリーズおよび Cisco 3700 シリーズ ルータ上
の Cisco IOS Release 12.3(7)T に統合されました。
このコマンドが Cisco 2800 および Cisco 3800 シリーズ ルータに実装され
ました。

12.3(14)T
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco 1800 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

DSL コントローラが ATM モードで設定されている場合、モードが CO 側および CPE 側の両方で同一
に設定されていなければなりません。両側が ATM モードに設定されている必要があります。

（注）

no mode atm コマンドを使用して ATM モードから離れる場合は、ルータをただちに再起動してモード
をクリアしなければなりません。

T1 または E1 モードの の DSL コントローラを設定する場合は、モードが CPE 側と CO 側とでまった
く同じように設定されていなければなりません。

例

ATM モードの例
次に、DSL コントローラの ATM モードを設定する例を示します。
Router(config)# controller dsl 3/0
Router(config-controller)# mode atm

CAS モードの例
次に、DSL コントローラの T1 モードを設定する例を示します。
Router(config)# controller t1 3/0
Router(config-controller)# mode cas
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関連コマンド

B-150

コマンド

説明

channel-group

コントローラ T1 0 または E1 0 上の音声チャネルのタイム スロットのリス
トを設定します。

tdm-group

Time-Division Multiplexing（TDM; 時分割多重）クロスコネクトのクリ
ア チャネル グループ（パススルー）を作成するためのタイム スロットの
リストを設定します。
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mpls ip（グローバル コンフィギュレーション）
プラットフォームの通常のルーテッド パスでの IPv4 パケットの Muliprotocol Label Switching
（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）フォワーディングをイネーブルにするには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで mpls ip コマンドを使用します。この機能をディセーブルにす
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

mpls ip
no mpls ip

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

プラットフォームの通常のルーテッド パスでの IPv4 パケットのラベル スイッチングはイネーブルに
なっています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(10)ST
12.0(14)ST
12.1(2)T
12.1(8a)E
12.2(2)T
12.2(4)T
12.2(8)T
12.0(21)ST
12.0(22)S
12.0(23)S
12.2(14)S
12.2(13)T
12.2(28)SB

このコマンドが追加されました。

12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(14)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(2)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(8a)E に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(2)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(4)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(8)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(21)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(22)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(23)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(13)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合され、Cisco
10000-PRE2 ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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mpls ip（グローバル コンフィギュレーション）

使用上のガイドライン

通常のルーテッド パスでの IPv4 パケットの MPLS フォワーディング（ダイナミック ラベル スイッチ
ングと呼ばれることもある）は、このコマンドによってイネーブルになります。ダイナミック ラベル
スイッチングを実行するように指定されたインターフェイスには、そのインターフェイス用およびプ
ラットフォーム用にこのスイッチング機能がイネーブルになっていなければなりません。
このコマンドの no 形式は、インターフェイスの設定に関係なく、すべてのプラットフォーム インター
フェイスのダイナミック ラベル スイッチングを停止します。また、ダイナミック ラベル スイッチング
のためのラベルの配信も停止します。ただし、このコマンドの no 形式は、Label Switch Path（LSP; ラ
ベル スイッチ パス）トンネルを介してのラベルの付いたパケットの送信には影響しません。

LC-ATM インターフェイスの場合、このコマンドの no 形式を使用すると、このプラットフォームでの
開始または終端、もしくはこのプラットフォームを経由する Label Virtual Circuit （LVC）の確立が妨
げられます。

例

次に、プラットフォームのダイナミック ラベル スイッチングをディセーブルにし、プラットフォーム
のすべてのラベル配信を停止させる例を示します。
Router(config)# no mpls ip

関連コマンド

コマンド

説明

mpls ip（インターフェ

関連付けられているインターフェイスの通常のルーテッド パスでの IPv4 パ
ケットの MPLS フォワーディングをイネーブルにします。

イス コンフィギュレー
ション）
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mpls ip（インターフェイス コンフィギュレーション）
特定のインターフェイスの通常のルーテッド パスでの IPv4 パケットの Multiprotocol Label Switching
（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）フォワーディングをイネーブルにするには、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで mpls ip コマンドを使用します。この機能をディセー
ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mpls ip
no mpls ip

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

インターフェイスの通常のルーテッド パスで IPv4 パケットを MPLS フォワーディングする機能はディ
セーブルになっています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(10)ST
12.0(14)ST
12.1(2)T
12.1(8a)E
12.2(2)T
12.2(4)T
12.2(8)T
12.0(21)ST
12.0(22)S
12.0(23)S
12.2(14)S
12.2(13)T
12.2(28)SB

このコマンドが追加されました。

12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(14)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(2)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(8a)E に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(2)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(4)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(8)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(21)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(22)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(23)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(13)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合され、Cisco
10000-PRE2 ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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mpls ip（インターフェイス コンフィギュレーション）

使用上のガイドライン

通常のルーテッド パスで IPv4 パケットを MPLS フォワーディングする機能は、ダイナミック ラベル
スイッチングとも呼ばれます。プラットフォームでダイナミック レベル スイッチングがイネーブルに
なっている場合、インターフェイス上でこのコマンドを実行すると、近隣探索 HELLO メッセージの定
期送信によりインターフェイスでラベル配布が開始されます。インターフェイスを経由してルーティン
グされる宛先の出ラベルがわかっている場合、宛先のパケットにその出ラベルが付され、インターフェ
イスを経由してフォワーディングされます。
このコマンドの no 形式を使用すると、インターフェイスを経由してルーティングされるパケットはラ
ベルなしで送信されます。また、インターフェイスのラベル配布も終了します。しかし、このインター
フェイスを使用する Link-State Packet（LSP; リンク ステート パケット）トンネルを経由するラベル付
きパケットの送信が、コマンドの no 形式による影響を受けることはありません。

LC-ATM インターフェイスの場合、このコマンドの no 形式を使用すると、このインターフェイスで開
始または終端、もしくはこのインターフェイスを経由する Label Virtual Circuit（LVC）の確立が妨げ
られます。

例

次に、指定したイーサネット インターフェイスでラベル スイッチングをイネーブルにする例を示します。
Router(config)# configure terminal
Router(config-if)# interface e0/2
Router(config-if)# mpls ip

関連コマンド

B-154

コマンド

説明

mpls ldp maxhops

ダウンストリーム オン デマンド方式のラベル配布により確立される LSP で
許可されるホップ数を制限します。

show mpls interfaces

ラベル スイッチング用に設定された 1 つまたは複数のインターフェイスに
関する情報を表示します。
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mpls ldp router-id
Label Distribution Protocol（LDP; ラベル配布プロトコル）のルータ ID の優先インターフェイスを指
定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで mpls ldp router-id コマンドを使用します。
インターフェイスが LDP ルータ ID として使用されるのをディセーブルにするには、このコマンドの
no 形式を使用します。

mpls ldp router-id [vrf vrf-name] interface [force]
no mpls ldp router-id [vrf vrf-name] [interface [force]]

シンタックスの説明

vrf vrf-name

interface
force

コマンドのデフォルト

（任意）インターフェイスを名前付き Virtual Private Network（VPN; バー
チャル プライベート ネットワーク）ルーティング / フォワーディング テー
ブル（VRF テーブル）のための LDP ルータ ID として選択します。選択さ
れるインターフェイスは、名前付き VRF に関連付けられていなければなり
ません。
指定したインターフェイスが動作していれば、そのインターフェイスが
LDP ルータ ID として使用されます。
（任意）「使用上のガイドライン」に記載されているとおり、mpls ldp
router-id コマンドの動作を変更します。

mpls ldp router-id コマンドが実行されていなかった場合は、ルータが、次のようにして LDP ルータ
ID を決定します。
1. ルータが、動作しているすべてのインターフェイスの IP アドレスを調べます。
2. これらの IP アドレスの中にループバック インターフェイス アドレスが含まれていた場合、ルータ
は、最も大きいループバック アドレスを LDP ルータ ID として選択します。
3. 含まれていなかった場合は、ルータは、動作しているインターフェイスで見つかった最も大きい
IP アドレスを LDP ルータ ID として選択します。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(10)ST
12.0(14)ST
12.1(2)T
12.1(8a)E
12.0(22)S
12.4(5)
12.2(33)SRA
12.2(33)SXH
12.2(33)SB
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

force キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(2)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(8a)E に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(22)S に統合されました。
vrf vrf-name のキーワードと引数の組み合わせが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXH に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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mpls ldp router-id

使用上のガイドライン

mpls ldp router-id コマンドにより、インターフェイスの IP アドレスを LDP ルータ ID として使用す
ることができます。
次に、LDP ルータ ID を決定するための通常のプロセスの手順を示します。

1. ルータは、動作しているすべてのインターフェイスの IP アドレスを考慮します。
2. これらのアドレスの中にループバック インターフェイス アドレスが含まれている場合は、ルータ
は、最も大きいループバック アドレスを選択します。ループバック アドレスの状態は変化しない
ため、ループバック アドレスを設定しておくと、ルータに安定した LDP ID を確保する助けとなり
ます。ただし、各ルータでループバック インターフェイスと IP アドレスを設定するという必要は
ありません。
次の状況では、ループバック IP アドレスは、ローカル LDP ID のルータ ID になりません。

– ループバック インターフェイスが明示的にシャットダウンされていた場合。
– 別のインターフェイスを LDP ルータ ID として使用するように mpls ldp router-id コマンドで
指定されていた場合。
ループバック インターフェイスを使用する場合は、ループバック インターフェイスの IP アドレス
が /32 ネットワーク マスクで設定されていることを確認してください。さらに、使用中のルーティ
ング プロトコルが、対応する /32 ネットワークをアドバタイズするように設定されていることを確
認してください。

3. それ以外の場合は、ルータは最も大きいインターフェイス アドレスを選択します。
ルータは、特定の状況では使用不可能なルータ ID を選択する場合があります。たとえば、ルータは、
ルーティング プロトコルが隣接するルータにアドバタイズすることができない IP アドレスを選択する
場合があります。
ルータは、次回 LDP ルータ ID を選択する必要が生じたときにルータ ID を実装します。コマンドの効
果は、次回 LDP ルータ ID を選択する必要が生じたときまで遅らせられます。通常は、これは次回イ
ンターフェイスがシャットダウンされたか、アドレスが設定解除されたときとなります。

mpls ldp router-id コマンドに force キーワードを使用すれば、ルータ ID をより迅速に反映させるこ
とができます。ただし、ルータ ID の実装は、指定したインターフェイスの現在の状態によって、次の
ように変わります。
• インターフェイスがアップになって（動作して）おり、その IP アドレスが現在は LDP ルータ ID
になっていなければ、LDP ルータ ID は、強制的にインターフェイスのアドレスに変更されます。
この LDP ルータ ID の強制された変更は、任意の既存 LDP セッションを無効にし、LDP セッショ
ンを介して学習されたラベル バインディングを解放し、そのバインディングに関連付けられてい
た MPLS フォワーディング アクティビティを中断させます。

• インターフェイスがダウンになっていた場合は、インターフェイスがアップ状態に変わったとき
に、LDP ルータ ID が強制的にそのインターフェイスの IP アドレスに変更されます。この LDP
ルータ ID の強制された変更は、任意の既存 LDP セッションを無効にし、LDP セッションを介し
て学習されたラベル バインディングを解放し、そのバインディングに関連付けられていた MPLS
フォワーディング アクティビティを中断させます。
次の動作は、デフォルト VRF および vrf vrf-name のキーワードと引数の組み合わせで明示的に設定し
た VRF に該当します。

• VRF のルータ ID として選択したインターフェイスは、VRF に関連付けられていなければなりま
せん。

• インターフェイスの VRF との関連付けが解除されていた場合は、そのインターフェイスを使用す
る mpls ldp router-id コマンドは削除されます。
• 選択したインターフェイスが削除された場合は、そのインターフェイスを使用する mpls ldp
router-id コマンドは削除されます。
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• 設定した VRF を削除した場合は、削除した VRF の mpls ldp router-id コマンドは削除されます。
デフォルト VRF は削除できません。

例

次に、POS2/0/0 インターフェイスを LDP ルータ ID の優先インターフェイスとして指定する例を示し
ます。このインターフェイスの IP アドレスが、LDP ルータ ID として使用されます。
Router(config)# mpls ldp router-id pos2/0/0

次に、VRF vpn-1 に関連付けられているイーサネット 1/0 インターフェイスを優先インターフェイスに
する例を示します。このインターフェイスの IP アドレスは、LDP ルータ ID として使用されます。
Router(config)# mpls ldp router-id vrf vpn-1 eth1/0

関連コマンド

コマンド

説明

show mpls ldp discovery

LDP 検出プロセスのステータスを表示します。
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neighbor（OSPF）

neighbor（OSPF）
非ブロードキャスト ネットワークと相互接続されている Open Shortest Path First（OSPF）ルータを設
定するには、ルータ アドレス ファミリ トポロジまたはルータ コンフィギュレーション モードで
neighbor コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

neighbor ip-address [priority number] [poll-interval seconds] [cost number]
[database-filter all]
no neighbor ip-address [priority number] [poll-interval seconds] [cost number]
[database-filter all]

シンタックスの説明

ip-address
ネイバーのインターフェイス IP アドレス。
priority number （任意）指定した IP アドレスに関連付けられている非ブロードキャスト ネイバー
のルータ プライオリティ値を示す数値。デフォルトは 0 です。このキーワード
は、ポイントツーマルチポイント インターフェイスには適用されません。

poll-interval
seconds

（任意）ポール インターバル時間（秒）を表す数値。RFC 1247 では、この値は
hello インターバルよりはるかに長く設定することが推奨されています。デフォ
ルトは、120 秒（2 分）です。このキーワードは、ポイントツーマルチポイント
インターフェイスには適用されません。値の範囲は 0 ～ 4294967295 秒です。

cost number

（任意）1 ～ 65535 の整数値の形で、ネイバーにコストを割り当てます。特定の
コストの設定されていないネイバーは、ip ospf cost コマンドに基づいて、イン
ターフェイスのコストを引き継ぎます。ポイントツーマルチポイント インター
フェイスでは、cost キーワードと number 引数が適用される唯一のオプションで
す。このキーワードは、Nonbroadcast Multiaccess（NBMA; 非ブロードキャス
ト マルチアクセス）ネットワークには適用されません。

database-filter
all

（任意）OSPF ネイバーへの発信 Link-State Advertisements（LSA; リンク ステー
ト アドバタイズメント）をフィルタリングします。

コマンドのデフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。指定されている設定はありません。

コマンド モード

ルータ アドレス ファミリ トポロジ コンフィギュレーション（config-router-af-topology）
ルータ コンフィギュレーション（config-router）

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
11.3AA
12.2(33)SRA
12.2(33)SRB

このコマンドが追加されました。
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cost キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが、ルータ アドレス ファミリ トポロジ コンフィギュレー
ション モードで使用できるようになりました。
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使用上のガイドライン

リリース

変更点

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

X.25 およびフレーム リレーは、マップ内で設定できて、OSPF がブロードキャスト ネットワークとし
て稼動することを可能にするオプションのブロードキャスト機能を提供します。OSPF レベルでは、
ルータをブロードキャスト ネットワークとして設定することができます。詳細については、『Cisco
IOS Wide-Area Networking Command Reference』の「X.25 Commands」および「Frame Relay
Commands」で x25 map コマンドおよび frame-relay map コマンドの説明を参照してください。
Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーションには、既知の各非ブロードキャスト ネットワーク ネ
イバーに対して 1 つのネイバー エントリが含まれている必要があります。ネイバー アドレスは、イン
ターフェイスのプライマリ アドレス上になくてはなりません。
隣接するルータが非アクティブになった（Router Dead Interval の期間 hello パケットが受信されな
かった）場合でも、デッド ネイバーに hello パケットを送信する必要がある場合があります。これらの
hello パケットは、ポール インターバルと呼ばれる低下させた比率で送信されます。
ルータは、初めて起動されたときに、0 以外のプライオリティを持つルータ（つまり、代表ルータ
（DR）およびバックアップ代表ルータ（BDR）になる資格を持つルータ）にだけ hello パケットを送信
します。DR および BDR が選択された後は、DR と BDR が、隣接関係を形成するために、すべてのネ
イバーに hello パケットを送信し始めます。

（注）

OSPF バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）ルーティング インスタンス内の非ブロードキャ
スト ネットワーク上で neighbor（OSPF）コマンドを使用して Open Shortest Path First（OSPF）ネイ
バーを指定することはできません。
Cisco IOS Release 12.0 以前では、neighbor コマンドは NBMA ネットワークだけに適用されていまし
た。Release 12.0 で、neighbor コマンドが NBMA ネットワークおよびポイントツーマルチポイント
ネットワークに適用されるようになりました。NBMA ネットワークでは、cost キーワードは適用され
ません。

Release 12.2(33)SRB
Multi-Topology Routing（MTR; マルチトポロジ ルーティング）機能を設定する予定がある場合は、
ルータ アドレス ファミリ トポロジ コンフィギュレーション モードで neighbor コマンドを入力して、
この OSPF ルータ コンフィギュレーション コマンドをトポロジ対応にしておく必要があります。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

B-159

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス

neighbor（OSPF）

次に、非ブロードキャスト ネットワーク上のアドレス 192.168.3.4 にあるルータを、プライオリ
ティ 1、ポール インターバル 180 秒で宣言する例を示します。

例

router ospf
neighbor 192.168.3.4 priority 1 poll-interval 180

次に、非ブロードキャストでのポイントツーマルチポイント ネットワークの例を示します。
interface Serial0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast
encapsulation frame-relay
no keepalive
frame-relay local-dlci 200
frame-relay map ip 10.0.1.3 202
frame-relay map ip 10.0.1.4 203
frame-relay map ip 10.0.1.5 204
no shut
!
router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
neighbor 10.0.1.3 cost 5
neighbor 10.0.1.4 cost 10
neighbor 10.0.1.5 cost 15

関連コマンド
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コマンド

説明

ip ospf priority

ルータ プライオリティを設定します。これは、このネットワークの代表
ルータ決定に役立ちます。
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neighbor remote-as（BGP）
BGP またはマルチプロトコル BGP ネイバー テーブルにエントリを追加するには、ルータ コンフィ
ギュレーション モードで neighbor remote-as コマンドを使用します。テーブルからエントリを削除す
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
[alternate-as autonomous-system-number ...]
no neighbor {ip-address | peer-group-name} remote-as autonomous-system-number
[alternate-as autonomous-system-number ...]

シンタックスの説明

ip-address
peer-group-name
autonomous-system-number

ネイバーの IP アドレス。

BGP ピア グループの名前。
ネイバーが属するオートノマス システムの 1 ～ 65535 の範囲内の
番号。
オートノマス システムの番号形式の詳細については、router bgp
コマンドの説明を参照してください。

alternate-as キーワードと一緒に使用した場合は、5 つまでのオー
トノマス システム番号を入力できます。

alternate-as

（任意）ダイナミック ネイバーの可能性を識別できる代替オートノ
マス システムを指定します。

コマンドのデフォルト

BGP ネイバー ピアもマルチプロトコル BGP ネイバー ピアもありません。

コマンド モード

ルータ コンフィギュレーション（config-router）

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
11.0
11.1(20)CC

このコマンドが追加されました。

12.0(7)T
12.2(4)T
12.2(25)SG
12.2(33)SRA
12.2(33)SRB
12.2(33)SXH

peer-group-name 引数が追加されました。
nlri unicast キーワード、nlri multicast キーワード、および nlri
unicast multicast キーワードが追加されました。
nlri unicast キーワード、nlri multicast キーワード、nlri unicast
multicast キーワードが追加されました。
IPv6 アドレス ファミリのサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)SG に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが変更されました。% キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXH に統合されました。
BGP ダイナミック ネイバーをサポートするため、alternate-as キー
ワードが追加されました。

12.2(33)SB
Cisco IOS XE Release 2.1

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに追加されました。
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リリース

変更点

12.0(32)S12

asdot 表記だけの 4 バイト オートノマス システム番号のサポートが追加
されました。

使用上のガイドライン

12.0(32)SY8

このコマンドが変更されました。asplain 表記と asdot 表記の 4 バイト
オートノマス システム番号のサポートが追加されました。

12.4(24)T

このコマンドが変更されました。asdot 表記だけの 4 バイト オートノマ
ス システム番号のサポートが追加されました。

Cisco IOS XE Release 2.3

このコマンドが変更されました。asdot 表記だけの 4 バイト オートノマ
ス システム番号のサポートが追加されました。

12.2(33)SXI1

このコマンドが変更されました。asplain 表記と asdot 表記の 4 バイト
オートノマス システム番号のサポートが追加されました。

12.0(33)S3

このコマンドが変更されました。asplain 表記のサポートが追加され、
4 バイト オートノマス システム番号のデフォルトが asplain になりま
した。

Cisco IOS XE Release 2.4

このコマンドが変更されました。asplain 表記のサポートが追加され、
4 バイト オートノマス システム番号のデフォルトが asplain になりま
した。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

router bgp グローバル コンフィギュレーション コマンドで指定されているオートノマス システム番号
に一致するオートノマス システム番号を持つネイバーを指定することにより、ローカル オートノマス シ
ステムの内部にネイバーが指定されます。それ以外の場合は、ネイバーは外部にあると認識されます。
peer-group-name 引数を使用して BGP ピア グループを指定する場合、このコマンドで設定される特性
が、ピア グループのすべてのメンバーで引き継がれます。
ルータ コンフィギュレーション モードで neighbor remote-as コマンドを使用して定義されたネイバー
では、デフォルトで、ユニキャスト アドレス プレフィクスだけがやり取りされます。マルチキャスト
やバーチャル プライベート ネットワーク（VPN）バージョン 4 などの、他のアドレス プレフィクス タ
イプをやり取りするには、適切なアドレス ファミリ コンフィギュレーション モードで、ネイバーもア
クティブにする必要があります。
円滑に移行するには、4 バイト オートノマス システム番号を使用して指定されているオートノマス シ
ステム内にあるすべての BGP スピーカーで、4 バイト オートノマス システム番号をサポートするよう
アップグレードすることを推奨します。

例

次に、アドレス 10.108.1.2 にあるルータが、オートノマス システム番号 65200 にある内部 BGP
（iBGP）ネイバーになるよう指定する例を示します。
router bgp 65200
network 10.108.0.0
neighbor 10.108.1.2 remote-as 65200

次に、BGP ルータをオートノマス システム 65400 に割り当て、オートノマス システムの送信元として
2 つのネットワークのリストが表示される例を示します。3 つのリモート ルータ（とそのオートノマス
システム）のアドレスのリストが表示されます。設定中のルータでは、ネットワーク 10.108.0.0 と
ネットワーク 192.168.7.0 の情報が、隣接ルータと共有されます。1 つ目の router は、この設定が入力
されたルータ（eBGP ネイバー）とは異なるオートノマス システムにあるリモート ルータです。2 つ目
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の neighbor remote-as コマンドにより、アドレス 10.108.234.2 の（オートノマス システムの番号が同
じの）内部 BGP ネイバーが表示されます。最後の neighbor remote-as コマンドにより、この設定が
入力されたルータとは異なるネットワークにあるネイバー（これも eBGP ネイバー）が指定されます。
router bgp 65400
network 10.108.0.0
network 192.168.7.0
neighbor 10.108.200.1 remote-as 65200
neighbor 10.108.234.2 remote-as 65400
neighbor 172.29.64.19 remote-as 65300

次に、マルチキャスト ルータだけでやり取りするため、オートノマス システム番号 65001 にあるネイ
バー 10.108.1.1 を設定する例を示します。
router bgp 65001
neighbor 10.108.1.1 remote-as 65001
neighbor 172.31 1.2 remote-as 65001
neighbor 172.16.2.2 remote-as 65002
address-family ipv4 multicast
neighbor 10.108.1.1 activate
neighbor 172.31 1.2 activate
neighbor 172.16.2.2 activate
exit-address-family

次に、ユニキャスト ルータだけでやり取りするため、オートノマス システム番号 65001 にあるネイ
バー 10.108.1.1 を設定する例を示します。
router bgp 65001
neighbor 10.108.1.1 remote-as 65001
neighbor 172.31 1.2 remote-as 65001
neighbor 172.16.2.2 remote-as 65002

関連コマンド

コマンド

説明

router bgp

BGP ルーティング プロセスを設定します。
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network-clock-select
network-clock-select コマンドにより、ネットワーク クロックのタイミングを提供するソースを指定
し、クロック ソースに選択のプライオリティを指定します。network-clock-select コンフィギュレー
ションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

network-clock-select priority {bits | synce {port} | packet_timing} {E1 | T1 | SHDSL
slot/port}
no network-clock-select priority {bits | synce {port} | packet_timing} {E1 | T1| SHDSL
slot/port}

シンタックスの説明

priority
bits
SyncE
port
packet_timing
E1
T1
SHDSL
slot/port

クロック ソースのプライオリティを指定する、1 ～ 22 の数値。

BITS ポート クロックのタイミングを指定します。
同期イーサネットを使用して、タイミングを指定します。
同期イーサネットがイネーブルのポートを指定します。

RTM モジュールを使用して、パケット タイミングをイネーブルにします。
E1 インターフェイスを介してクロッキングを指定します。
T1 インターフェイスを介してクロッキングを指定します。
SHDSL インターフェイスを介してクロッキングを指定します。
タイミングに使用されるインターフェイスのスロットとポートを指定します。

デフォルト

デフォルトの設定はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3 MA
12.0(3)XG
12.1(5)XM

このコマンドが Cisco MC3810 に追加されました。

12.2(4)T
12.2(2)XB

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(4)T に統合されました。

12.2(8)T
12.2(15)T

可能性のあるネットワーク クロック ソースとして、BVM が追加されました。
このコマンドが Cisco 3660 に実装されました。キーワード t1 とキーワード e1
が追加されました。
このコマンドが、AIM がインストールされている Cisco 2600 シリーズと
Cisco 3660 に実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(8)T に統合されました。
このコマンドが、Cisco 2600XM、Cisco 2691、Cisco 3725、Cisco 3745 に実
装されました。
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12.3(8)T4

このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(8)T4 に統合され、bri キーワードが追
加されました。Cisco 2800 シリーズのサポートも、追加されました。

12.3(11)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(11)T に統合され、atm キーワードが追
加されました。Cisco 3800 シリーズのサポートも、追加されました。

12.4(19)MR2
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

SHDSL タイミングのサポートが追加されました。
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使用上のガイドライン

SHDSL の接続では、サブインターフェイス番号を使用して、クロッキングの受信にルータで使用され
ているワイヤを指定します。たとえば、ルータで、SHDSL インターフェイス 1/0 のワイヤ 1 を使用し
てクロッキングを受信する場合、network-clock-select 4 SHDSL 1/0.1 と入力します。

例

次に、network-clock-select コマンドの使用例を示します。
Router# config t
Router(config)# network-clock-select 1 packet_timing
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

set network-clock-select
force-reselect

ルータで、ネットワーク クロックを強制的に再選択します。
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network-clock-select hold-timeout
network-clock-select hold-timeout コマンドにより、ネットワーク クロック エントリの再評価前に
ルータで待つ時間を指定します。network-clock-select hold-timeout 設定を削除するには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。

network-clock-select hold-timeout {timeout | infinite}
no network-clock-select hold-timeout {timeout | infinite}

シンタックスの説明

timeout

ネットワーク クロック エントリの再評価前にルータで待つ秒単位の時間。
有効値の範囲は 0 ～ 86400 です。

infinite

無限ホールドオーバーを指定します。

デフォルト

デフォルトの設定は network-clock-select hold-timeout infinite です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

次に、network-clock-select コマンドの使用例を示します。

例

Router# config t
Router(config)# network-clock-select hold-timeout 2000
Router(config)# exit

関連コマンド

B-166

コマンド

説明

set network-clock-select
force-reselect

ルータで、ネットワーク クロックを強制的に再選択します。
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network-clock-select input-stratum4
network-clock-select hold-timeout コマンドにより、クロック ソースを Stratum3 から Stratum 4 にダ
ウングレードできます。クロック ソースを Stratum3 として設定するには、このコマンドの no 形式を
使用します。

network-clock-select input-stratum4
no network-clock-select input-stratum4

オンボード E1/T1 ポートのデフォルト設定は Stratum 3 です。E1/T1 HWIC ポートのデフォルト設定は
Stratum 4 です。

デフォルト

（注）

E1/T1 HWIC ポートは Stratum3 として設定できません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、network-clock-select コマンドの使用例を示します。
Router# config t
Router(config)# network-clock-select input-stratum4
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

set network-clock-select
force-reselect

ルータで、ネットワーク クロックを強制的に再選択します。
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network-clock-select mode

network-clock-select mode
network-clock-select hold-timeout コマンドにより、ルータ スイッチング モードを指定します。
network-clock-select mode 設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

network-clock-select mode {revert | nonrevert}
no network-clock-select mode {revert | nonrevert}

シンタックスの説明

nonrevert
revert

ネットワーク クロックを、非リバーティブ モードに設定します。
ネットワーク クロックを、リバーティブ モードに設定します。

デフォルト

デフォルトの設定は network-clock-select mode nonrevert です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

次に、network-clock-select コマンドの使用例を示します。

例

Router# config t
Router(config)# network-clock-select mode revert
Router(config)# exit

関連コマンド

B-168

コマンド

説明

set network-clock-select
force-reselect

ルータで、ネットワーク クロックを強制的に再選択します。
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payload-size
構造化 CEM チャネルで、パケットのペイロードのサイズを指定します。

payload-size [payload-size]

シンタックスの説明

payload-size

構造化 CEM チャネルで、パケットのペイロードのサイズを指定します。
有効値の範囲は 32 ～ 512 です。T1 のデフォルト ペイロード サイズは
192 バイトです。E1 のデフォルト サイズは 256 バイトです。
（注）

ペイロード サイズは、CEM チャネルのタイムスロットの数の倍数
です。

デフォルトのペイロード サイズは、次のように計算されます。

8× タイムスロットの数 ×1 ms のパケット化の遅延

デフォルト

構造化 CEM チャネルのデフォルト ペイロード サイズは、チャネルを構成するタイムスロットの数に
より異なります。T1 のデフォルト ペイロード サイズは 192 バイトです。E1 のデフォルト サイズは
256 バイトです。

コマンド モード

CEM 回線コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(7)T
12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

Cisco MWR 2941-DC でサポートされるのは、ペイロード サイズ 486（1 秒あたり 625 パケット）また
は 243（1 秒あたり 1250 パケット）だけです。

例

次に、サンプル レートを指定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# interface cem 0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# cem 0
Router(config-if-cem)# payload-size 256
Router(config-if-cem)# xconnect 10.10.10.10 200 encapsulation mpls
Router(config-if-cem-xconn)# exit
Router(config-if-cem)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
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payload-size

関連コマンド

B-170

コマンド

説明

dejitter-buffer
idle-pattern

構造化 CEM チャネルで、デジッタ バッファのサイズを指定します。

PWE3 回線上でパケットの欠落が検出されたときに T1/E1 回線上で
送信されるデータ パターンを指定します。
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police（割合）
インターフェイスで使用可能な帯域幅の割合（%）に基づいてトラフィック ポリシングを設定するに
は、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで police コマンドを使用します。設定か
らトラフィック ポリシングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

police cir percent percentage [burst-in-msec] [bc conform-burst-in-msec ms]
[be peak-burst-in-msec ms] [pir percent percentage] [conform-action action
[exceed-action action [violate-action action]]]
no police cir percent percentage [burst-in-msec] [bc conform-burst-in-msec ms]
[be peak-burst-in-msec ms] [pir percent percentage] [conform-action action
[exceed-action action [violate-action action]]]

シンタックスの説明

cir
percent
percentage
burst-in-msec
bc

認定情報レート。トラフィック ポリシングに使用される CIR を指定します。

CIR の計算に使用される帯域幅の割合（%）を指定します。
帯域幅の割合（%）を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 100 です。
（任意）ミリ秒単位でのバースト。有効値の範囲は 1 ～ 2000 です。
（任意）ポリシング トラフィックの最初のトークン バケットによって使用
される適合バースト（bc）サイズ。

conform-burst-in-msec （任意）bc の値をミリ秒単位で指定します。有効値の範囲は 1 ～ 2000 です。
ms
（任意）バーストの値がミリ秒単位で指定されていることを示します。
be
（任意）ポリシング トラフィックの 2 番目のトークン バケットによって使
用される最大バースト（be）サイズ。
peak-burst-in-msec
（任意）サイズをミリ秒単位で指定します。有効値の範囲は 1 ～ 2000 です。
pir
（任意）最大情報レート。トラフィック ポリシングに使用される PIR を指
定します。

percent
conform-action

（任意）PIR の計算に使用される帯域幅の割合（%）を指定します。

exceed-action

（任意）適合バースト内および適合バーストに超過バーストを加えたレート
のパケットで実行されるアクション。

violate-action

（任意）適合バーストに超過バーストを加えたレートよりレートが超過して
いるパケットで実行されるアクション。violate-action を指定する前に、
exceed-action を指定する必要があります。

（任意）適合バーストよりレートが小さいパケットで実行されるアクショ
ン。conform-action を指定する前に peak-burst-in-msec の値を指定する必
要があります。
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action

（任意）パケットで実行されるアクション。次のキーワードの 1 つを指定し
ます。

サポートされているすべてのプラットフォーム

• drop：パケットをドロップします。
• set-clp-transmit：ATM セルの 0 から 1 の ATM Cell Loss Priority
（CLP; セル損失率優先度）を設定し、ATM CLP ビットを 1 に設定して
パケットを送信します。

• set-dscp-transmit new-dscp：IP Differentiated Service Code Point
（DSCP）の値を設定し、設定した新しい IP DSCP 値でパケットを送信
します。

• set-frde-transmit：フレームリレー フレーム上のフレームリレー
Discard Eligible（DE; 廃棄適格）ビットを 0 から 1 に設定し、1 に設
定した DE ビットが含まれるパケットを送信します。
• set-prec-transmit new-prec：IP precedence を設定し、設定した新しい
IP precedence 値でパケットを送信します。
• transmit：変更なしでパケットを送信します。

Cisco 10000 シリーズ ルータ以外でサポートされるプラットフォーム
• policed-dscp-transmit：（超過アクションと違反アクションのみ）ポリ
シングされる DSCP マップごとに DSCP の値を変更し、パケットを送
信します。

• set-cos-inner-transmit value：拡張 FlexWAN モジュール、および、
Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco 7600 SIP-200 および Cisco 7600
SIP-400 の SPA でブリッジ処理機能の使用時に、ブリッジ処理された
フレームに対するポリシング アクションとして、サービス フィールド
の内部クラスを設定します。

• set-cos-transmit value：パケットのサービス クラス（CoS）の値を設
定し、パケットを送信します。

• set-mpls-exposition-transmit：Multiprotocol Label Switching
（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）の EXP ビットを 0 か
ら 7 に設定し、設定した新しい MPLS EXP ビット値でパケットを送信
します。

• set-mpls-topmost-transmit：最上位ラベルにある MPLS EXP ビット
を設定し、パケットを送信します。

コマンドのデフォルト

サポートされているすべてのプラットフォーム
bc と be のデフォルトの値は 4 ms です。

コマンド モード

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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コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)XE
12.0(25)SX

このコマンドが追加されました。

12.1(1)E
12.1(5)T
12.2(13)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(1)E に統合されました。

12.0(28)S
12.2(18)SXE
12.2(28)SB
12.2(33)SRA

使用上のガイドライン

パーセントベース ポリシング機能が、Cisco 10000 シリーズ ルータに追加
されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。
このコマンドは、パーセントベース ポリシング機能とシェーピング機能の
ために、変更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(28)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
拡張 FlexWAN モジュールでマルチポイント ブリッジング（MPB）機能を
使用する場合のために、また、Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco 7600
SIP-200 および Cisco 7600 SIP-400 の SPA で MPB を使用する場合のため
に、action 引数に set-cos-inner-transmit キーワードが追加されました。

12.2(31)SB2

PRE3 で、Cisco 10000 シリーズ ルータの set-frde-transmit action 引数が
追加されました。

Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドにより、インターフェイスで使用可能な最大帯域幅の割合（%）に基づいて、cir と pir が
計算されます。ポリシー マップがインターフェイスに付加されている場合、ビット / 秒（bps）単位で
の同等の cir と pir の値が、インターフェイスの帯域幅と、このコマンドで入力された割合（%）の値
で計算されます。次に、計算された bps レートを show policy-map interface コマンドを使用して確認
できます。
計算された cir bps レートと pir bps レートは、8000 ～ 2000000000 bps の範囲にある必要があります。
レートが範囲外の場合、対応ポリシー マップは、インターフェイスに付加できません。インターフェ
イス帯域幅が変更される場合（たとえば、さらに追加された場合）、cir と pir の bps 値は、帯域幅の変
更後の値に基づいて再計算されます。ポリシー マップがインターフェイスに付加された後で cir と pir
の値（%）が変更される場合、cir と pir の bps 値は再計算されます。

ミリ秒単位での適合バースト サイズと最大バースト サイズ
このコマンドを使用すると、ミリ秒単位での適合バースト サイズと最大バースト サイズの値も指定で
きます。帯域幅を割合（%）として計算する場合、適合バースト サイズと最大バースト サイズは、ミ
リ秒（ms）で指定する必要があります。
階層型ポリシー マップ
ポリシー マップは、トップ（または「親」）レベルおよびセカンダリ（または「子」）レベルの、2 つの
レベルの（ネストされた）階層で設定できます。police（割合）コマンドは、親ポリシー マップまたは
子ポリシー マップのいずれかで使用するために設定できます。
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帯域幅と階層型ポリシー マップ
police（割合）コマンドにより、帯域幅の割合（%）を計算する参照ポイントとして、使用可能な帯域
幅の最大レートが使用されます。子ポリシー マップで police（割合）コマンドが設定されている場合、
police（割合）コマンドにより、次に上位のレベルにあるポリシー（この場合は、親ポリシー マップ）
で指定されている帯域幅量が使用されます。親ポリシー マップで、使用可能な最大帯域幅レートが指
定されていない場合、police（割合）コマンドにより、次に上位のレベルにあるポリシー（この場合
は、物理インターフェイスで、階層の最高ポイント）で使用可能な最大帯域幅レートが、参照ポイント
として使用されます。police（割合）コマンドでは、帯域幅の参照ポイントとして、次に上位のレベル
が常に参照されます。次に、このポイントについての設定例を示します。
Policymap parent_policy
class parent
shape average 512000
service-policy child_policy
Policymap child_policy
class normal_type
police cir percent 30

この設定例では、parent_policy と child_policy の 2 つの階層ポリシーがあります。child_policy と呼ば
れるポリシー マップでは、normal_type と呼ばれるクラスで police コマンドが設定されました。この
クラスでは、police（割合）コマンドによって指定された割合（%）は 30% です。コマンドにより、
parent_policy にある親クラスの帯域幅参照ポイントとして、512 kbps というピーク レートが使用され
ます。police（割合）コマンドでは、cir レート（512 kbps * 30%）の計算の根拠として、512 kbps が
使用されます。
interface serial 4/0
service-policy output parent_policy
Policymap parent_policy
class parent
bandwidth 512
service-policy child_policy

前述の例では、parent_policy と呼ばれる 1 つのポリシー マップがあります。このポリシー マップで
は、ピーク レートが指定されていません。bandwidth コマンドが使用されましたが、このコマンドは、
使用可能な帯域幅の最大レートを表しません。したがって、police（割合）コマンドでは、帯域幅の参
照ポイントを取得する目的で、次に上位のレベル（この場合は、シリアル インターフェイス 4/0）が参
照されます。シリアル インターフェイス 4/0 の帯域幅が 1.5 Mbps とすると、police（割合）コマンド
では、cir レート（1500000 * 30%）の計算の根拠として、1.5 Mbps が使用されます。

帯域幅を計算するには

police（割合）コマンドは、しばしば、bandwidth コマンドと priority コマンドとの組み合わせで使
用されます。bandwidth コマンドと priority コマンドを使用すると、エンティティ（たとえば、物理
インターフェイスなど）で使用可能な帯域幅の合計量を計算できます。bandwidth コマンドと
priority コマンドを使用して、エンティティで使用可能な帯域幅の合計量を計算する場合は、次の注意
事項に従ってください。
• エンティティが物理インターフェイスの場合、合計帯域幅は、物理インターフェイス上の帯域幅で
す。

• エンティティが整形 ATM Permanent Virtual Circuit（PVC; 相手先固定接続）の場合、合計帯域幅
は、次のように計算されます。

– Variable Bit Rate（VBR; 可変ビット レート）の Virtual Circuit（VC; 仮想回線）の場合、計算
には、Sustained Cell Rate （SCR; 平均セル レート）が使用されます。
– Available Bit Rate（ABR; 使用可能ビット レート）の VC の場合、計算には、Minimum Cell
Rate（MCR; 最小セル レート）が使用されます。
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帯域割り当ての詳細については、『Cisoc Ios Quality of Service Solutions Configuration Guide』の
「Congestion Management Overview」の章を参照してください。

例

次に、帯域幅の割合（%）に基づいた CIR と PIR を使用してトラフィック ポリシングを設定する例を
示します。この例では、20% の CIR と 40% の PIR が指定されました。さらに、任意の bc の値と be
の値（それぞれ、300 ms と 400 ms）が指定されました。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# police cir percent 20 bc 300 ms be 400 ms pir percent 40
Router(config-pmap-c-police)# exit

次の例に示したように、ポリシー マップとクラス マップの設定後、ポリシー マップがインターフェイ
スに付加されます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface serial4/0
Router(config-if)# service-policy input policy1
Router(config-if)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth （ポリシー

ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅を指定または変更
します。

マップ クラス）

bridge-domain

RFC 1483 ATM ブリッジングまたは RFC 1490 フレーム リレー ブリッジ
ングで、ブリッジ処理された VLAN の ATM PVC またはフレーム リレー
DLCI へのマップをイネーブルにします。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定する
ためのポリシー マップを作成または変更します。

priority
service-policy

ポリシー マップのトラフィック マップに、プライオリティを付与します。
ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力インター
フェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC のサー
ビス ポリシーとして使用します。

shape（割合）

インターフェイスで使用可能な帯域幅の割合（%）に基づいて、平均レー
ト トラフィック シェーピングとピーク レート トラフィック シェーピング
を指定します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、ま
たは、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示
します。

show policy-map
interface

指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、あるいはその
インターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス ポリシーに設定さ
れているすべてのクラスのパケット統計情報を表示します。
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police（ポリシー マップ）
インターフェイスごとにポリサーを作成し、ポリシー マップ クラスを設定して使用するには、ポリ
シー マップ クラス コンフィギュレーション モードで police コマンドを使用します。ポリシー マップ
クラスからインターフェイスごとのポリサーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

police

police bps [[bc] normal-burst-bytes [maximum-burst-bytes | [be] [burst-bytes]]] [pir bps [be
burst-bytes]] [conform-action action [exceed-action action [violate-action action]]]
no police bps
police cir

police cir bps [[bc] normal-burst-bytes [maximum-burst-bytes | [be] [burst-bytes]]] [pir bps
[be burst-bytes]] [conform-action action [exceed-action action
[violate-action action]]]
no police cir bps

シンタックスの説明

B-176

bps

ビット / 秒（bps）単位でのターゲット ビット レート。ポストフィクスの
値は、小数点として、k、m、g を使用できます。有効値の範囲は 8000
（または 8k）～ 64000000000（または 64g）です。

normal-burst-bytes

（任意）バーストを処理するための、バイト単位での CIR トークン バ
ケット サイズ。有効値の範囲は 1000 ～ 512000000 です。

maximum-burst-bytes

（任意）バーストを処理するための、バイト単位での PIR トークン バ
ケット サイズ。有効値の範囲は 1000 ～ 512000000 です。

burst-bytes

（任意）バーストを処理するための、バイト単位でのトークン バケット
サイズ。有効値の範囲は 1000 ～ 512000000 です。

bc

（任意）使用可能な（適合）バースト サイズをバイト単位でサイズを指
定します。

be

（任意）使用可能な超過バースト サイズをバイト単位でサイズを指定し
ます。

pir
cir
conform-action action

（任意）最大情報レート（PIR）を指定します。

exceed-action action

（任意）maximum-burst-bytes での指定レートよりもパケット レートが大
きい場合に、パケットで実行されるアクションを指定します。action 引
数で有効な値については、「使用上のガイドライン」セクションを参照し
てください。

violate-action action

（任意）maximum-burst-bytes での指定レートよりもパケット レートが大
きい場合に実行されるアクションを指定します。action 引数で有効な値
については、「使用上のガイドライン」セクションを参照してください。

認定情報レート（CIR）を指定します。
（任意）レート リミットに適合するパケットで実行されるアクションを
指定します。action 引数で有効な値については、「使用上のガイドライ
ン」セクションを参照してください。
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aggregate name

前に定義した集約ポリサーの名前を指定し、指定された集約ポリサーで
使用するポリシー マップ クラスを設定します。

percent percent

使用可能なインターフェイス帯域幅の割合（%）を指定します。有効値
の範囲は 1 ～ 100 です。

burst

（任意）バーストを処理するための、ミリ秒（ms）単位でのトークン バ
ケット サイズ。有効値の範囲は 1 ～ 2000 です。

ms

ミリ秒。帯域幅を割合（%）で指定する場合、burst 引数の次にこのキー
ワードを指定する必要があります。

flow
mask
dest-only
full-flow
src-only

各フローをポリシングするマイクロフロー ポリサーを指定します。
ポリシングに使用するフロー マスクを指定します。
宛先だけのフロー マスクを指定します。
フルフロー マスクを指定します。
発信元だけのフロー マスクを指定します。

コマンドのデフォルト

ポリシングは実行されません。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(14)SX
12.2(17d)SXB

このコマンドが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB3

FlexWAN インターフェイスでのみ、police bps の最小レートが 32,000 から
8,000 に下げられました。

12.2(18)SXD

このコマンドは次のように変更されました。

このコマンドは Supervisor Engine 2 で実装され、Cisco IOS Release
12.2(17d)SXB に統合されました。

• conform-action キーワードの有効値として、
set-mpls-exp-topmost-transmit が追加されました。
• set-mpls-exp-transmit キーワードが set-mpls-exp-imposition-transmit に
変更されました。

12.2(18)SXE
12.2(18)SXF
12.2(33)SRA
12.2(31)SB

10 ギガビット イーサネットをサポートするため、bps の最大レートが、
4,000,000,000 bps から 10,000,000,000 bps に増加されました。
CIR の最大レートが、10,000,000,000 bps に増加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
コマンドの動作が変更され、ポリシング アクションは変更せずにポリシング
レート パラメータだけを変更する場合、ポリシング アクションのデフォルト ア
クションは、conform-action transmit 、exceed-action drop、および
violate-action drop になりました。これは、PRE3 用の Cisco 10000 シリーズ
ルータに実装されました。

12.2(33)SB

コマンドの動作が変更され、ポリシング アクションは変更せずにポリシング
レート パラメータだけを変更する場合、ポリシング アクションが保存されます。
これは、PRE3 用と PRE4 用の Cisco 10000 シリーズ ルータに実装されました。
詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

12.2(33)SXH2

CIR の最大レートが、64,000,000,000 bps に増加されました。
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使用上のガイドライン

リリース

変更点

12.2(33)SXI
12.4(20)MR

CIR の最小トークン バケット サイズが、1 バイトに削減されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

Cisco IOS Release 12.2(17d)SXB3 では、FlexWAN インターフェイスのみ、bps 引数の範囲は、
8,000 ～ 4,000,000,000 bps です。
名前付き集約ポリサーを作成するには、mls qos aggregate-policer name コマンドを使用します。
名前付きとインターフェイスごとの、2 つのタイプの集約ポリサーを作成できます。両方のタイプと
も、次のように、複数のポートに付加できます。

• 名前付きポリサーは、mls qos aggregate-policer コマンドを使用して作成します。名前付きポリ
サーを複数の入力ポートに接続する場合、付加されているすべての入力ポートから、一致するトラ
フィックがポリシングされます。

• ポリシー マップ クラスにあるインターフェイスごとの集約ポリサーは、police コマンドを使用し
て定義します。インターフェイスごとの集約ポリサーを複数の入力ポートに付加する場合、各入力
ポートから別々に、一致するトラフィックがポリシングされます。
名前付き集約ポリサーの使用をクリアするには、no police aggregate name コマンドを使用します。
マイクロフロー ポリサーを定義するには、police flow コマンドを入力します（ARP トラフィックに
は、マイクロフロー ポリシングは適用できません）。
インターフェイスごとの（名前付きではない）集約ポリサーを定義するには、police コマンドを使用し
ます。
トラフィックが、集約とマイクロフローの両方でポリシングされている場合、集約とマイクロフローの
両方のポリサーは、同じポリシー マップ クラスにあり、それぞれで conform-action キーワードおよ
び exceed-action キーワードを使用する必要があります。

アクション引数の値

action 引数の有効値は、次のとおりです。
• drop：bps 引数に 設定されているレートを超えるパケットをドロップします。
• set-clp-transmit：ATM Cell Loss Priority（CLP; セル損失率優先度）を設定し、送信します。
• set-cos-inner-transmit {new-cos}：new-cos 引数の新しい内部 Class of Service（CoS; サービ
ス クラス）の値に一致するトラフィックにマーク付けします。new-cos 引数の有効値の範囲は
0 ～ 7 です。
• set-cos-transmit {new-cos}：new-cos 引数の新しい内部 CoS 値に一致するトラフィックにマー
ク付けします。new-cos 引数の有効値の範囲は 0 ～ 7 です。
• set-cos-transmit：ATM セル損失率優先度（CLP）を設定し、送信します。
• set-dscp-transmit {dscp-bit-pattern | dscp-value | default | ef}：新しい DSCP の値に一致するトラ
フィックにマーク付けします。

– dscp-bit-pattern：DSCP ビット パターンを指定します。表 6 に、有効な値のリストを示し
ます。

– dscp-value：DSCP の値を指定します。有効値の範囲は 0 ～ 63 です。
– default：デフォルトの DSCP 値（000000）。
– ef：Expedited Forwarding（EF）Per-Hop Behavior（PHB）DSCP の値（101110）とパケッ
トが一致します。
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表 6

有効な DSCP ビット パターンの値

キーワード

定義

af11

パケットが AF11 DSCP（001010）と一致します。

af12

パケットが AF12 DSCP（001100）と一致します。

af13

パケットが AF13 DSCP（001110）と一致します。

af21

パケットが AF21 DSCP（010010）と一致します。

af22

パケットが AF22 DSCP（010100）と一致します。

af23

パケットが AF23 DSCP（010110）と一致します。

af31

パケットが AF31 DSCP（011010）と一致します。

af32

パケットが AF32 DSCP（011100）と一致します。

af33

パケットが AF33 DSCP（011110）と一致します。

af41

パケットが AF41 DSCP（100010）と一致します。

af42

パケットが AF42 DSCP（100100）と一致します。

af43

パケットが AF43 DSCP（100110）と一致します。

cs1

パケットが CS1（Precedence 1）DSCP（001000）と一致します。

cs2

パケットが CS2（Precedence 2）DSCP（010000）と一致します。

cs3

パケットが CS3（Precedence 3）DSCP（011000）と一致します。

cs4

パケットが CS4（Precedence 4）DSCP（100000）と一致します。

cs5

パケットが CS5（Precedence 5）DSCP（101000）と一致します。

cs6

パケットが CS6（Precedence 6）DSCP（110000）と一致します。

cs7

パケットが CS7（Precedence 7）DSCP（111000）と一致します。

• set-frde-transmit：Frame Relay Discard Eligible（FR DE; フレーム リレー廃棄適格）ビットを設
定し、送信します。これは、exceed-action action キーワードと引数との組み合わせで有効です。
• set-mpls-exp-imposition-transmit new-mpls-exp：強制ラベル エントリの Multiprotocol Label
Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）Experimental（EXP）ビットを再書
き込みして、ビットを送信します。new-mpls-exp 引数により、ポリシー マップによって定義され
る MPLS EXP ビットの設定に使用される値が指定されます。new-mpls-exp 引数の有効値の範囲は
0 ～ 7 です。
• set-mpls-exp-topmost-transmit：最上位ラベルにある EXP ビットを設定し、パケットを送信し
ます。

（注）

set-mpls-exp-topmost-transmit キーワードは、Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは
Cisco 7600 シリーズ ルータの一部のリリースではサポートされていません。

• set-prec-transmit new-precedence [exceed-action]：新しい IP precedence の値に一致するトラ
フィックにマーク付けし、送信します。new-precedence 引数の有効値の範囲は 0 ～ 7 です。この
アクションには、exceed-action キーワードを付けることもできます。
• set-qos-transmit：qos-group を再書き込みし、パケットを送信します。
• transmit：bps 引数に設定されているレートを超えるパケットを送信します。transmit キーワード
でオプションのキーワードと引数の組み合わせは、exceed-action action です。
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続くキーワードが指定されない場合、デフォルト アクションは、次のとおりです。

• conform-action では、transmit です。
• exceed-action では、drop です。
• violate-action では、drop です。

例

次に、前に定義した集約ポリサーの名前を指定し、指定された集約ポリサーで使用するポリシー マッ
プ クラスを設定します。
Router(config-pmap-c)# police aggregate agg1

次に、クラス マップ access-match を使用する、police-setting という名前のポリシー マップを作成する
例を示します。これは、受信する IP precedence の値を信頼するよう設定され、証明書信頼リストの集
約ポリサーおよびマイクロフロー ポリサーで設定されます。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# policy-map police-setting
Router(config-pmap)# class access-match
Router(config-pmap-c)# trust ip-precedence
Router(config-pmap-c)# police 1000000000 200000 conform-action set-prec-transmit 6
exceed-action policed-dscp-transmit
Router(config-pmap-c)# police flow 10000000 10000 conform-action set-prec-transmit 6
exceed-action policed-dscp-transmit
Router(config-pmap-c)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

class-map

QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードにアクセスし、QoS ク
ラス マップを設定します。

mls qos
aggregate-policer
police

service-policy
show class-map
show policy-map
show policy-map
interface
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ポリシー マップで使用するために、名前付き集約ポリサーを定義します。
トラフィック ポリシングを、QoS ポリシー マップ クラス コンフィギュ
レーション モードまたは QoS 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 モードで設定します。
ポリシー マップをインターフェイスに付加します。
クラス マップ情報を表示します。
ポリシー マップに関する情報を表示します。
インターフェイスに割り当てられている入力ポリシーおよび出力ポリシー
の統計情報と設定を表示します。
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police（2 つのレート）
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てトラフィック ポリシング
を設定するには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで police コマンドを使用しま
す。設定から 2 レート トラフィック ポリシングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

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

シンタックスの説明

cir
cir
bc

最初のトークン バケットがアップデートされる認定情報レート（CIR）。
ビット / 秒（bps）単位での CIR の値。値の範囲は 8000 ～ 200000000 です。
（任意）ポリシングの最初のトークン バケットによって使用される適合バー
スト（bc）サイズ。

conform-burst

（任意）bc の値をバイト単位で指定します。値の範囲は 1000 ～ 51200000
です。

pir

（任意）2 番目のトークン バケットがアップデートされる最大情報レート
（PIR）。

pir

（任意）ビット / 秒（bps）単位での PIR の値。値の範囲は 8000 ～
200000000 です。

be

（任意）ポリシングの 2 番目のトークン バケットによって使用される最大
バースト（be）サイズ。

peak-burst

（任意）最大バースト（be）サイズをバイト単位で指定します。サイズは、
使用中のインターフェイスとプラットフォームによって異なります。

conform-action
exceed-action

（任意）CIR と PIR に適合するパケットで実行されるアクション。
（任意）CIR ではなく PIR に適合するパケットで実行されるアクション。
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violate-action
action

（任意）PIR を超過するパケットで実行されるアクション。
（任意）パケットで実行されるアクション。次のキーワードの 1 つを指定し
ます。

• drop：パケットをドロップします。
• set-clp-transmit：ATM セルの 0 から 1 の ATM Cell Loss Priority
（CLP; セル損失率優先度）を設定し、ATM CLP ビットを 1 に設定して
パケットを送信します。

• set-cos-inner-transmit value：拡張 FlexWAN モジュール、および、
Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco 7600 SIP-200 および Cisco 7600
SIP-400 の SPA でブリッジ処理機能の使用時に、ブリッジ処理された
フレームに対するポリシング アクションとして、サービス フィールド
の内部クラスを設定します。

• set-dscp-transmit new-dscp：IP Differentiated Service Code Point
（DSCP）の値を設定し、設定した新しい IP DSCP 値でパケットを送信
します。

• set-dscp-tunnel-transmit value：トンネル マーキングのため、レイヤ
2 Tunnel Protocol Version 3（L2TPv3）または Generic Routing
Encapsulation（GRE）のトンネル ヘッダーで DSCP の値（0 ～ 63）を
設定し、新しい値でパケットを送信します。

• set-frde-transmit：フレーム リレー フレーム上のフレーム リレー
Discard Eligible（DE; 廃棄適格）ビットを 0 から 1 に設定し、1 に設定
した DE ビットが含まれるパケットを送信します。
• set-mpls-exp-transmit：Multiprotocol Label Switching（MPLS; マル
チプロトコル ラベル スイッチング）の EXP ビットを 0 から 7 に設定
し、設定した新しい MPLS EXP ビット値でパケットを送信します。
• set-prec-transmit new-prec：IP precedence を設定し、設定した新しい
IP precedence 値でパケットを送信します。
• set-prec-tunnel-transmit value：トンネル マーキングのため、L2TPv3
または GRE のトンネル ヘッダーで precedence の値（0 ～ 7）を設定
し、新しい値でパケットを送信します。

• set-qos-transmit new-qos：Quality of Service（QoS）グループの値を
設定し、設定した新しい QoS グループ値でパケットを送信します。
• transmit：変更なしでパケットを送信します。

コマンドのデフォルト

2 つのレートを使用するトラフィック ポリシングがディセーブルにされます。

コマンド モード

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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コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)XE
12.1(1)E
12.1(5)T

このコマンドが追加されました。

12.2(2)T

action 引数に次のキーワードが追加されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(1)E に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。violate-action
キーワードが追加されました。

• set-clp-transmit
• set-frde-transmit
• set-mpls-exp-transmit

12.2(4)T
12.2(28)SB

このコマンドは、2 レート ポリシング機能のために、拡張されました。2 レート ト
ラフィック ポリシングに、cir キーワードと pir キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合され、action 引数に
set-dscp-tunnel-transmit キーワードと set-prec-tunnel-transmit キーワードが追
加されました。これらのキーワードは、Layer 2 Tunnel Protocol Version 3
（L2TPv3）トンネル型パケット用です。

12.2(33)SRA

拡張 FlexWAN モジュールでマルチポイント ブリッジング（MPB）機能を使用す
る場合のために、また、Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco 7600 SIP-200 および
Cisco 7600 SIP-400 の SPA で MPB を使用する場合のために、action 引数に
set-cos-inner-transmit キーワードが追加されました。

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。この
トレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セット、プラッ
トフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なります。

12.2(33)SRC

このコマンドが、Cisco Multilayer Switch Feature Card 3（MSFC3; マルチレイヤ
スイッチ フィーチャ カード 3）に搭載されている Cisco 7600 シリーズ ルータをサ
ポートするために変更されました。

12.4(15)T2

Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネル型パケットのマーキングのサポー
トが含まれるように、このコマンドが変更されました。
（注）

12.2(33)SB
12.4(20)T

12.4(20)MR

このリリースでは、GRE トンネル型パケットのマーキングは、Cisco
MGX Route Processor Module（RPM-XF; ルート プロセッサ モジュール）
に搭載されているプラットフォームでだけ、サポートされます。

GRE トンネル型パケットのマーキングのサポートと、Cisco 7300 シリーズ ルータ
のサポートが含まれるように、このコマンドが変更されました。
モジュール式 Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス（CLI）
（MQC）を使用した階層型キューイング フレームワーク（HQF）のサポートが追
加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

明示的なポリシング レートでのプライオリティの設定
明示的なポリシング レートでプライオリティ クラスを設定する場合、輻輳条件に関係なく、トラ
フィックはポリシング レートに限定されます。つまり、帯域幅が使用可能な場合、プライオリティ ト
ラフィックは、明示的なポリサーで指定されたレートを超えることはできません。

トークン バケット

2 レート トラフィック ポリシングでは、2 つの個別のレートでのトラフィック ポリシングの目的で、
Tc と Tp のトークン バケットが使用されます。2 つのトークン バケットでは、次の点に注意してくだ
さい。

• Tc トークン バケットは、2 つのレートのポリシングでパケットが着信するたびに、CIR の値で
アップデートされます。Tc トークン バケットには、最大で適合バースト（bc）の値まで含めるこ
とができます。

• Tp トークン バケットは、2 つのレートのポリシングでパケットが着信するたびに、PIR の値で
アップデートされます。Tp トークン バケットには、最大で最大バースト（Be）の値まで含めるこ
とができます。

トークン バケットのアップデート
次のシナリオでは、トークン バケットをアップデート方法を示します。

B バイトのパケットが時刻 t に着信します。最後のパケットが時刻 t1 に着信します。時刻 t の CIR と
PIR のトークン バケットが、それぞれ、Tc(t) と Tp(t) によって表されます。この値を使用し、このシ
ナリオでは、トークン バケットが次のようにアップデートされます。

Tc(t) = min(CIR * (t-t1) + Tc(t1), Bc)
Tp(t) = min(PIR * (t-t1) + Tp(t1), Be)
トラフィック マーキング

2 レート トラフィック ポリシングでは、指定されたレートに対する適合、効果、または違反のいずれ
かで、パケットがマーク付けされます。次の時点（B バイトのパケットを使用）では、パケットのマー
ク付け方法について説明します。

• B > Tp(t) の場合、パケットは、指定されているレートに違反しているとマーク付けされます。
• B > Tc(t) の場合、パケットは、指定されているレートを超過しているとマーク付けされ、Tp(t)
トークン バケットは、Tp(t) = Tp(t) – B でアップデートされます。
これ以外の場合、パケットは、指定されているレートに適合しているとマーク付けされ、Tc(t) と Tp(t)
の両方のトークン バケットが次のようにアップデートされます。

Tp(t) = Tp(t) – B
Tc(t) = Tc(t) – B
たとえば、CIR が 100 kbps で、PIR が 200 kbps の場合で、250 kbps のレートのデータ ストリームが
2 つのレートのポリシングで着信した場合、パケットは次のようにマーク付けされます。

• 100 kbps は、レートに適合しているとマーク付けされます。
• 100 kbps は、レートを超過しているとマーク付けされます。
• 50 kbps は、レートに違反しているとマーク付けされます。
パケットのマーキングとアクション フローチャートの割り当て
図 1 のフローチャートに、2 つのレートでのポリシングでパケットがマーク付けされ、対応するアク
ション（違反、超過、または適合）がパケットに割り当てられる方法について説明します。
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図 1

パケットのマーキングと 2 レートのポリシングでのアクションの割り当て
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明示的なポリシング レートでのプライオリティの設定
次に、ネットワークの輻輳条件に関係なく、プライオリティ トラフィックが 1000 kbps の認定レート
に限定される例を示します。
Router(config)# policy-map p1
Router(config-pmap)# class c1
Router(config-pmap-c)# police cir 1000000 conform-action transmit exceed-action drop

2 レート ポリシング機能
次の例では、500 kbps の平均認定レートと 1 Mbps のピーク レートにトラフィックを限定するために、
2 レート トラフィック ポリシングがクラスに設定される例を示します。
Router(config)# class-map police
Router(config-cmap)# match access-group 101
Router(config-cmap)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class police
Router(config-pmap-c)# police cir 500000 bc 10000 pir 1000000 be 10000 conform-action
transmit exceed-action set-prec-transmit 2 violate-action drop
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface serial0/1
Router(config-if)# service-policy output policy1
Router(config-if)# end
Router# show policy-map policy1
Policy Map policy1
Class police
police cir 500000 conform-burst 10000 pir 1000000 peak-burst 10000 conform-action
transmit exceed-action set-prec-transmit 2 violate-action drop
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平均認定レート（500 kbps）に適合するとマーク付けされたトラフィックが、そのまま送信されます。
500 kbps を超過するが、1 Mbps は超過しないとマーク付けされているトラフィックは、IP Precedence
2 とマーク付けされて送信されます。1 Mbps を超過するとマーク付けされているすべてのトラフィッ
クは、ドロップされます。バースト パラメータは、10000 バイトと設定されます。
次の例では、1.25 Mbps のトラフィックがポリサー クラスに送信（「提供」）されます。
Router# show policy-map interface serial3/0
Serial3/0
Service-policy output: policy1
Class-map: police (match all)
148803 packets, 36605538 bytes
30 second offered rate 1249000 bps, drop rate 249000 bps
Match: access-group 101
police:
cir 500000 bps, conform-burst 10000, pir 1000000, peak-burst 100000
conformed 59538 packets, 14646348 bytes; action: transmit
exceeded 59538 packets, 14646348 bytes; action: set-prec-transmit 2
violated 29731 packets, 7313826 bytes; action: drop
conformed 499000 bps, exceed 500000 bps violate 249000 bps
Class-map: class-default (match-any)
19 packets, 1990 bytes
30 seconds offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: any

2 つのレートでのポリシングでは、500 kbps のトラフィックが適合とマーク付けされ、500 kbps のト
ラフィックが超過とマーク付けされ、250 kbps のトラフィックが指定されたレートに違反とマーク付
けされます。レートに適合するとマーク付けされているパケットはそのまま送信され、レートに超過す
るとマーク付けされているパケットは、IP precedence 2 とマーク付けされて送信されます。レートに
違反するとマーク付けされているパケットはドロップされます。

関連コマンド

B-186

コマンド

説明

police
policy-map

トラフィック ポリシングを設定します。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは出力インターフェイスに付
加して、そのインターフェイスのサービス ポリシーとして使用します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、また
は、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示し
ます。

show policy-map
interface

指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、あるいはその
インターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス ポリシーに設定さ
れているすべてのクラスのパケット統計情報を表示します。

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。
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police rate（コントロール プレーン）
コントロール プレーンを宛先とするトラフィックについてトラフィック ポリシングを設定するには、
QoS ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで police rate コマンドを使用します。設
定からトラフィック ポリシングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

police rate units pps [burst burst-in-packets packets] [peak-rate peak-rate-in-pps pps]
[peak-burst peak-burst-in-packets packets] [conform-action action]
no police rate units pps [burst burst-in-packets packets] [peak-rate peak-rate-in-pps pps]
[peak-burst peak-burst-in-packets packets] [conform-action action]
割合の表記

police rate percent percentage [burst ms ms] [peak-rate percent percentage] [peak-burst
ms ms]
no police rate percent percentage [burst ms ms] [peak-rate percent percentage]
[peak-burst ms ms]

シンタックスの説明

units

ポリシング レートを指定します。ポリシング レートが pps で指定され
る場合、値の有効範囲は 1 ～ 2000000 pps です。ポリシング レートが
bps で指定される場合、値の有効範囲は 8000 ～ 20000000000 bps です。

pps

トラフィックがポリシングされるレートの決定に使用されるパケット /
秒（pps）を指定します。

burst burst-in-packets
packets
peak-rate peak-rate-in-pps
pps
peak-burst
peak-burst-in-packets
packets
bps

（任意）トラフィック ポリシングに使用されるバースト レートをパケッ
ト単位で指定します。有効値の範囲は 1 ～ 512000 です。
（任意）トラフィック ポリシングと PIR の計算に使用される最大情報
レート（PIR）を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 512000 です。
（任意）トラフィック ポリシングに使用される最大バースト値をパケッ
ト単位で指定します。有効値の範囲は 1 ～ 512000 です。
（任意）トラフィックがポリシングされるレートの決定に使用される
ビット / 秒（bps）を指定します。

burst burst-in-bytes bytes （任意）トラフィック ポリシングに使用されるバースト レートをバイト
単位で指定します。有効値の範囲は 1000 ～ 512000000 です。
peak-rate peak-rate-in-bps （任意）ピーク レートをバイト単位で指定します。有効値の範囲は
bps
1000 ～ 512000000 です。
peak-burst
（任意）トラフィック ポリシングに使用される最大バースト値をバイト
peak-burst-in-bytes bytes
単位で指定します。有効値の範囲は 1000 ～ 512000000 です。
percent
トラフィックがポリシングされるレートの決定に、インターフェイス帯
域幅の割合（%）が使用されます。
percentage
帯域幅の割合（%）を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 100 です。
burst ms ms
（任意）トラフィック ポリシングに使用されるバースト レートをミリ秒
単位で指定します。有効値の範囲は 1 ～ 2000 です。
peak-rate percent
（任意）PIR の決定に使用されるインターフェイス帯域幅の割合（%）
percentage
を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 100 です。
peak-burst ms ms
（任意）トラフィック ポリシングに使用される最大バースト レートをミ
リ秒単位で指定します。有効値の範囲は 1 ～ 2000 です。
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conform-action action

（任意）ポリシング レート リミットに適合するパケットで実行されるア
クションを指定します。指定可能なアクションについては、「使用上の
ガイドライン」セクションを参照してください。

exceed-action action

（任意）レート リミットを超過するパケットで実行されるアクションを
指定します。指定可能なアクションについては、「使用上のガイドライ
ン」セクションを参照してください。

violate-action action

（任意）ポリシング レート リミットを継続的に超過するパケットで実行
されるアクションを指定します。指定可能なアクションについては、
「使用上のガイドライン」セクションを参照してください。

コマンドのデフォルト

ディセーブルです。

コマンド モード

QoS ポリシー マップ クラスの設定

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(7)T
12.2(18)SXD1
12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(31)SB2

このコマンドが追加されました。

12.3(7)T
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合され、Cisco 10000
シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

パケット / 秒（pps）、バイト / 秒（bps）、またはインターフェイス帯域幅の割合で、コントロール プ
レーンを宛先とするトラフィックを制限するには、police rate コマンドを使用します。

police rate コマンドが使用される場合で、レートが指定されていない場合、コントロール プレーンを
宛先とするトラフィックは、bps に基づいてポリシングされます。
表 7 に、action 引数で指定できるアクションのリストを示します。
表 7
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アクション 引数 値

アクション

説明

drop

パケットをドロップします。これは、認定ポリシング レー
トを超過するか、認定ポリシング レートに違反するトラ
フィックに対するデフォルト アクションです。

set-clp-transmit value

ATM セルで、ATM セル損失率優先度（CLP）ビットを設定
します。有効値は 0 または 1 です。

set-discard-class-transmit value

パケットの廃棄クラス属性を設定し、設定した新しい廃棄ク
ラスでパケットを送信します。有効値の範囲は 0 ～ 7 です。
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表 7

例

アクション 引数 値 （続き）

アクション

説明

set-dscp-transmit value

IP Differentiated Service Code Point（DSCP）の値を設定
し、設定した新しい IP DSCP 値でパケットを送信します。
有効値の範囲は 0 ～ 63 です。

set-dscp-tunnel-transmit value

トンネル パケット DSCP を再書き込みし、新しい DSCP の
値でパケットを送信します。有効値の範囲は 0 ～ 63 です。

set-frde-transmit value

フレーム リレー フレーム上のフレーム リレー廃棄適格
（DE）ビットを 0 から 1 に設定し、1 に設定した DE ビット
が含まれるパケットを送信します。

set-mpls-exp-imposition-transmit
value

強制ラベルのヘッダーで Multiprotocol Label Switching
（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）の EXP
ビットを設定し、設定した新しい MPLS EXP ビット値でパ
ケットを送信します。有効値の範囲は 0 ～ 7 です。

set-mpls-exp-transmit value

入力インターフェイス、出力インターフェイス、または両方
の MPLS ラベル ヘッダーで、MPLS EXP フィールドの値を
設定します。有効値の範囲は 0 ～ 7 です。

set-prec-transmit value

IP precedence を設定し、設定した新しい IP precedence 値で
パケットを送信します。有効値の範囲は 0 ～ 7 です。

set-prec-tunnel-transmit value

トンネル パケットの IP precedence を設定し、設定した新し
い IP precedence 値でパケットを送信します。有効値の範囲
は 0 ～ 7 です。

set-qos-transmit value

QoS グループを設定し、設定した新しい QoS グループ値で
パケットを送信します。有効値の範囲は 0 ～ 63 です。

transmit

パケットを送信します。パケットは変更されません。

次に、ポリシング レート リミットに適合するパケットで実行されるアクションを設定する例を示します。
Router(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.1 any eq telnet
Router(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.2 any eq telnet
Router(config)# access-list 140 permit tcp any any eq telnet
Router(config)# class-map match-any pps-1
Router(config-cmap)# match access-group 140
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map copp-pps
Router(config-pmap)# class pps-1
Router(config-pmap)# police rate 10000 pps burst 100 packets peak-rate 10100 pps
peak-burst 150 packets conform-action transmit
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# control-plane
Router(config-cp)# service-policy input copp-pps
Router(config-cp)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、また
は、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示し
ます。

るためのポリシー マップを作成または変更します。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

B-189

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス

policy-map

policy-map
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、サービス ポリシーを指定する 1 つまたは複
数のインターフェイスに付加できるポリシー マップを作成または変更するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで policy-map コマンドを使用します。ポリシー マップを削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。

policy-map [type {stack | access-control | port-filter | queue-threshold | logging
log-policy}] policy-map-name
no policy-map [type {stack | access-control | port-filter | queue-threshold | logging
log-policy}] policy-map-name

シンタックスの説明

type
stack

ポリシー マップ タイプを指定します。
（任意）該当するプロトコル スタックで検索する完全一致パターンを決定し
ます。

access-control

（任意）Flexible Packet Matching（FPM）機能用のポリシー マップをイ
ネーブルにします。

port-filter
queue-threshold
logging

（任意）ポート フィルタ機能用のポリシー マップをイネーブルにします。

log-policy
policy-map-name

（任意）キューのしきい値機能用のポリシー マップをイネーブルにします。
（任意）コントロール プレーンのパケット ロギング機能用のポリシー マッ
プをイネーブルにします。
コントロール プレーン ロギングのログ ポリシーのタイプ。
ポリシー マップの名前。英数字で最大 40 字の名前を指定できます。

コマンドのデフォルト

ポリシー マップは設定されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)T
12.4(4)T

このコマンドが追加されました。

Flexible Packet Matching（FPM）をサポートするため、type
access-control キーワードが追加されました。コントロール プレーン保護
をサポートするため、type port-filter and type queue-threshold キーワー
ドが追加されました。
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12.4(6)T

コントロール プレーン パケット ロギングをサポートするため、type
logging キーワードが追加されました。

12.4(20)MR

Cisco 10000 シリーズ ルータをサポートするため、type control キーワード
と type service キーワードがサポートされました。
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policy-map

リリース

変更点

12.2(18)ZY

policy-map コマンドに対し、次の変更が行われました。
• type access-control キーワードが、Supervisor 32/Programmable
Intelligent Services Accelerator（PISA）エンジンに搭載されている
Catalyst 6500 シリーズ スイッチの Cisco IOS Release 12.2(18)ZY に統
合されました。

12.2SX

• コマンドは、Supervisor 32/PISA エンジンに搭載されている Catalyst
6500 シリーズ スイッチの Network-Based Application Recognition
（NBAR）機能を拡張するため、変更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.2(33)SRC
Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドのサポートが Cisco 7600 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

一致基準がクラス マップに定義されているクラスのポリシーを設定する前に、作成、追加、または変
更するポリシー マップの名前を指定するには、policy-map コマンドを使用します。policy-map コマ
ンドにより、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードが開始されます。このモードでは、ポリ
シー マップのクラス ポリシーを設定または変更することができます。
定義されている基準にクラスが一致する場合にだけ、ポリシー マップにクラス ポリシーを設定できま
す。クラスの一致基準を設定するには、class-map コマンドと match コマンドを使用します。最大で
64 のクラス マップを設定できるため、ポリシー マップに、64 を超えるクラス ポリシーを含めること
はできません。

1 つのポリシー マップは、同時に複数のインターフェイスに付加できます。特に注意が示されている場
合以外では、ポリシー マップをインターフェイスに付加しようとするときに、インターフェイス上の
使用可能な帯域幅が、ポリシー マップを構成しているクラス ポリシーで必要な合計帯域幅に満たない
場合、付加は拒否されます。このとき、ポリシー マップが他のインターフェイスにすでに付加されて
いる場合、そのインターフェイスから削除されます。
付加されているポリシー マップにあるクラス ポリシーを変更するたびに、Class-based Weighted Fair
Queueing（CBWFQ; クラスベース WFQ）が通知され、CBWFQ システムのポリシー マップの一部と
して新しいクラスがインストールされます。

（注）

サブスクライバ プロファイルを介したポリシー マップのインストールは、サポートされません。サ
ポートされていないポリシー マップを設定した場合で、多数のセッションがある場合、同等数の多数
のメッセージがコンソールに印刷されます。たとえば、32,000 のセッションがある場合、32,000 の
メッセージが 9,600 ボーでコンソールに印刷されます。
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policy-map

例

次に、"policy1" という名前のポリシー マップを作成し、そのポリシー マップに含まれる 2 つのクラス
ポリシーを設定する例を示します。"class1" という名前のクラス ポリシーにより、Access Control List
（ACL; アクセス コントロール リスト）136 に一致するトラフィックのためのポリシーが指定されます。
2 つ目のクラスは、設定されている一致基準を満たさないパケットが誘導されるデフォルト クラスです。
! The following commands create class-map class1 and define its match criteria:
class-map class1
match access-group 136
! The following commands create the policy map, which is defined to contain policy
! specification for class1 and the default class:
policy-map policy1
class class1
bandwidth 2000
queue-limit 40
class class-default
fair-queue 16
queue-limit 20

次に、"policy9" という名前のポリシー マップを作成し、そのマップに属す 3 つのクラス ポリシーを設
定する例を示します。これらのクラスのうち、2 つのクラスにより、番号付き ACL またはインター
フェイス名のいずれかに基づいた一致基準を指定するクラス マップのクラスに対し、ポリシーが指定
されます。また、1 つのクラスにより、設定されている一致基準を満たさないパケットが誘導される、
"class-default" という名前のデフォルト クラスに対し、ポリシーが指定されます。
policy-map policy9
class acl136
bandwidth 2000
queue-limit 40
class ethernet101
bandwidth 3000
random-detect exponential-weighting-constant 10
class class-default
fair-queue 10
queue-limit 20
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preferred-path
複数パスが存在する MPLS 疑似回線内にある優先パスを指定します。優先パスを削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します。

prefferred-path {[interface] tunnel tunnel] | peer peer} disable-fallback
no prefferred-path {[interface] tunnel tunnel] | peer peer} disable-fallback

シンタックスの説明

interface
tunnel
tunnel
peer
peer
disable-fallback

出力インターフェイスを使用して、優先パスを指定します。
トンネル インターフェイスを指定します。
トンネル インターフェイス番号。
ホスト名または IP アドレスを使用して、優先パスを指定します。
ピア ホスト名または IP アドレス。
疑似回線クラス トラフィックが代替ルートを使用できないことを指定
します。

コマンドのデフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

疑似回線クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(25)S
12.2(25)S
12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

例

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

次に、pw_tun2 という名前の疑似回線クラスを作成し、MPLS のカプセル化を指定し、フォールバッ
クがディセーブルの状態で優先パスを指定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# pseudowire-class pw_tun2
Router(config-pw-class)# encapsulation mpls
Router(config-pw-class)# preferred-path peer 50.0.0.2 disable-fallback
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priority

priority
ポリシー マップに属すトラフィックのクラスにプライオリティを付与するには、ポリシー マップ クラ
ス コンフィギュレーション モードで priority コマンドを使用します。クラスに対して、前に設定した
プライオリティを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

priority {bandwidth-kbps | percent percentage} [burst]
no priority {bandwidth-kbps | percent percentage} [burst]

シンタックスの説明

bandwidth-kbps

プライオリティ トラフィックに対して許可される、kbps 単位で
の保証帯域幅。帯域幅の量は、使用中のインターフェイスとプ
ラットフォームによって異なります。保証帯域幅を超えると、
非プライオリティ トラフィックがなくならないようにするた
め、プライオリティ トラフィックが輻輳のイベントでドロップ
されます。

percent

保証帯域幅の分量が、使用可能な帯域幅の割合（%）によって
指定されることを、指定します。

percentage

percent キーワードと組み合わせて使用され、プライオリティ
クラスとは別に設定される使用可能な合計帯域幅の割合（%）
を指定します。指定できる値の範囲は 1 ～ 100 です。

burst

（任意）バースト サイズをバイト単位で指定します。バースト
サイズにより、トラフィックの一時的なバーストを満たすよう
にネットワークが設定されます。デフォルト バースト値は、設
定されている帯域幅レートで、200 ミリ秒のトラフィックとし
て計算され、burst 引数が指定されていない場合に使用されま
す。バーストの範囲は 32 ～ 2000000 バイトです。

コマンドのデフォルト

プライオリティは設定されません。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(7)T
12.0(5)XE5

このコマンドが追加されました。

12.0(9)S

このコマンドは、Distributed Low Latency Queueing（VIP 用低遅延
キューイング）機能の一部として、VIP に追加されました。

12.1(2)E
12.1(3)T
12.1(5)T

burst 引数がキーワードが追加されました。
burst 引数が Release 12.1(3)T に統合されました。
このコマンドは、Distributed Low Latency Queueing（VIP 用低遅延
キューイング）機能の一部として、VIP に追加されました。
percent キーワードと percentage 引数が追加されました。

12.2(2)T
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このコマンドは、Distributed Low Latency Queueing（VIP 用低遅延
キューイング）機能の一部として、Versatile Interface Processor
（VIP）に追加されました。
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priority

リリース

変更点

12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。

Cisco IOS XE Release 2.1
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされ
ました。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、
使用する機能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム
ハードウェアにより異なります。
このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドは、クラスベース WFQ（CBWFQ）の Strict Priority Queueing（Strict PQ; 完全プライオ
リティ キューイング）の場合に、Low Latency Queueing（LLQ; 低遅延キューイング）を設定します。
Strict PQ を使用すると、他のキューにあるパケットのキューイングが解除される前に、音声などの遅
延に影響されやすいデータのキューイングを解除し、送信できます。

priority コマンドを使用すると、（User Datagram Ports（UDP）ポートだけではなく）さまざまな基準
に基づいてクラスと設定し、プライオリティを割り当てることができます。これは、シリアル イン
ターフェイスと ATM 相手先固定接続（PVC）で使用できます。類似の ip rtp priority コマンドを使用
すると、UDP ポート番号にだけ基づいてプライオリティ フローを決定することができ、ATM PVC は
使用できません。
デバイスが輻輳していない場合、プライオリティ クラス トラフィックでは、割り当てられている帯域
幅を超過できます。デバイスが輻輳している場合、割り当てられている帯域幅を上回るプライオリティ
クラス トラフィックは廃棄されます。

bandwidth コマンドと priority コマンドは、同じポリシー マップ内の同じクラスでは使用できませ
ん。ただし、これらのコマンドは、同じポリシー マップでは一緒に使用できます。
ポリシー マップ内では、複数のプライオリティ クラス ステータスを割り当てることができます。1 つ
のポリシー マップ内の複数のクラスがプライオリティ クラスとして設定されている場合、これらのク
ラスからのすべてのトラフィックが、同一の、1 つのプライオリティ キューにキューイングされます。
クラス ポリシー設定が含まれているポリシー マップがインターフェイスに付加されて、そのインター
フェイスのサービス ポリシーが決定される場合、使用可能な帯域幅が評価されます。インターフェイ
スの帯域幅が不十分なことが原因で、特定のインターフェイスにポリシー マップがアタッチできない
場合、そのポリシーは、正常にアタッチされていたすべてのインターフェイスから削除されます。
帯域割り当ての詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide 』の
「Congestion Management Overview」を参照してください。

例

次に、policy1 という名前のポリシー マップで、50 kbps の保証された帯域幅と 60 バイトの 1 回限りの
バースト サイズで PQ を設定する例を示します。
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class voice
Router(config-pmap-c)# priority 50 60

次の例では、policy1 という名前のポリシー マップが付加されているインターフェイス上で、使用可能
な帯域幅の 10% が音声クラス用に確保されます。
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class voice
Router(config-pmap-c)# priority percent 10
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コマンド

説明

bandwidth

ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅を指定また
は変更します。

ip rtp priority

UDP 宛先ポートの範囲に属す RTP パケット フローのセット用に、
完全プライオリティ キューを確保します。

ip rtp reserve

UDP 宛先ポートの範囲に属す RTP パケット フローのセット用に、
特殊キューを確保します。

max-reserved-bandwidth

CBWFQ、LLQ、および IP RTP プライオリティに割り当てるイン
ターフェイス帯域幅のパーセント比率を変更します。

show interfaces fair-queue

VIP ベース インターフェイスの WFQ についての情報と統計情報を
表示します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設
定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラス
の設定を表示します。

show policy-map interface

指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、あるい
はそのインターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス ポリ
シーに設定されているすべてのクラスのパケット統計情報を表示し
ます。

show queue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内のパケットの内容を
表示します。
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protocol（ATM）
ATM 相手先固定接続（PVC）、Switched Virtual Circuit（SVC; 相手先選択接続）、または Virtual
Circuit（VC; 仮想回線）クラスのスタティック マップを設定するには、また、ATM PVC の Inverse
Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）または Inverse ARP ブロードキャスト
をイネーブルにするには、適切なモードで protocol コマンドを使用します。スタティック マップを削
除するか、Inverse ARP をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

protocol protocol {protocol-address [virtual-template] | inarp} [[no] broadcast |
disable-check-subnet | [no] enable-check-subnet]
no protocol protocol {protocol-address [virtual-template] | inarp} [[no] broadcast
disable-check-subnet | [no] enable-check-subnet]

シンタックスの説明
protocol

次の値の 1 つを選択します。

• arp：IP ARP
• bridge：ブリッジング
• cdp：Cisco Discovery Protocol（シスコ検出プロトコル）
• clns：ISO Connectionless Network Service（CLNS; コネクション
レス型ネットワーク サービス）

• clns_es：ISO CLNS エンド システム
• clns_is：ISO CLNS 中継システム
• cmns：ISO CMNS
• compressedtcp：Compressed TCP（圧縮 TCP）
• ip：IP
• ipv6：IPV6
• llc2：llc2
• pad：Packet Assembler/Disassembler（PAD; パケット アセンブラ /
ディスアセンブラ）リンク

• ppp：VC 上で実行される Point-to-Point Protocol（ポイントツーポ
イント プロトコル）

• pppoe：PPP over Ethernet
• pppovlan：PPPoE over VLAN
• rsrb：Remote Source-Route Bridging（リモート ソースルート ブ
リッジング）

protocol-address
virtual-template

• snapshot：スナップショット ルーティングのサポート
PVC にマップされる宛先アドレス。
（任意）Point-to-Point Protocol over ATM（PPPoA）セッションで使用
されるパラメータを指定します。
（注）

このキーワードは、PPP プロトコルにだけ有効です。
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protocol（ATM）

inarp

ATM PVC 上で Inverse ARP をイネーブルにします。inarp の代わりに
プロトコル アドレスを指定する場合、そのプロトコルでは、Inverse
ARP が自動的にディセーブルにされます。

[no] broadcast

（任意）対応するプロトコルがインターフェイスにブロードキャスト パ
ケットを送信する際に、このマップ エントリが使用されることを示しま
す。疑似ブロードキャストがサポートされます。ATM PVC または SVC
で broadcast コマンドを前に設定していた場合、protocol コマンドの
broadcast キーワードが優先されます。

disable-check-subnet
enable-check-subnet

（任意）InARP でサブネット チェックをディセーブルにします。
（任意）InARP でサブネット チェックをイネーブルにします。

プロトコルがインターフェイス上で実行中で、スタティック マップが設定されていない場合、IP に対
する Inverse ARP がイネーブルにされます。InARP でのサブネット チェックは、デフォルトでディ
セーブルになっています。

コマンド モード

interface-ATM-VC コンフィギュレーション（ATM PVC 用または SVC 用）
PVC-in-range コンフィギュレーション（PVC 範囲内の個々の PVC の設定）
PVC 範囲コンフィギュレーション（ATM PVC 範囲用）
VC-class コンフィギュレーション（VC クラス用）

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3
12.1
12.1(5)T

このコマンドが追加されました。

12.2(13)T

12.2(33)SRA
12.2SX

ppp キーワードと virtual-template キーワードが追加されました。
PVC 範囲と PVC-in-range コンフィギュレーション モードで、ip オプショ
ンと ipx オプションが使用可能になりました。
Cisco IOS で、Apollo Domain、Banyan VINES、Xerox Network Systems
がサポートされなくなったため、apollo キーワード、vines キーワード、
xns キーワードが削除されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.2SRE

disable-check-subnet キーワードと enable-check-subnet キーワードが追
加されました。

12.4(20)MR
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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protocol（ATM）

使用上のガイドライン

コマンド アプリケーション
次のいずれかの作業を実行するには、このコマンドを使用します。

• ATM PVC クラス、SVC クラス、または VC クラスでスタティック マップを設定する場合。
• PVC、PVC 範囲、または VC クラス（IP プロトコルのみ）で直接 Inverse ARP を設定することに
より、ATM PVC または PVC 範囲で Inverse ARP または Inverse ARP ブロードキャストをイネー
ブルにする場合。

• 要求に含まれている発信元 IP アドレスが、PVC が設定されている受信サブインターフェイスとし
てサブネットにない場合、ルータでの InARP 要求に対する応答をイネーブルにする場合。
• ピア ルータの IP アドレスが、PVC が設定されている受信サブインターフェイスとして同じサブ
ネットにない場合、ルータでの InARP 応答に対する受信をイネーブルにする場合。
• SVC バンドル、PVC バンドル、SVC バンドルのサポートを行わない場合。

PVC 範囲と PVC-in-range コンフィギュレーション モードは、IP だけをサポートします。

例

次の例では、ルータによって、VC 上にスタティック マップが作成され、この VC に 10.68.34.237 が
接続されていることが示され、ATM 疑似ブロードキャストが送信されます。
protocol ip 10.68.34.237 broadcast

次の例では、ルータによって、VC からスタティック マップが削除され、Inverse ARP にデフォルト動
作が戻されます（「デフォルト」セクションを参照）。
no protocol ip 10.68.34.237

次の例では、VC によって PPP トラフィックと関連付けられているパラメータが送信されます。
protocol ppp 10.68.34.237 virtual-template
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pseudowire-class

pseudowire-class
レイヤ 2 疑似回線クラスの名前を指定し、pseudowire-class コンフィギュレーション モードを開始す
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで pseudowire-class コマンドを使用します。疑似
回線クラスの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

pseudowire-class pw-class-name
no pseudowire-class pw-class-name

シンタックスの説明

pw-class-name

デフォルト

疑似回線クラスは定義されていません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(23)S
12.3(2)T
12.2(25)S
12.2(27)SBC
12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

レイヤ 2 疑似回線クラスの名前。複数の疑似回線クラスを設定する場合、
pw-class-name パラメータを使用してクラス名を定義します。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(2)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドのサポートが Cisco IOS Release 12.2(27)SBC に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

pseudowire-class コマンドでは、疑似回線クラス テンプレートを設定します。このテンプレートはク
ラスにバインドされたすべての接続回線が使用するコンフィギュレーション設定で構成されます。疑似
回線クラスには、次のコンフィギュレーション設定が含まれます。

• データ カプセル化タイプ
• 制御プロトコル
• ローカルのレイヤ 2 インターフェイスの IP アドレス
• IP ヘッダーの Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）値

PE ルータ間に設定する各疑似回線クラスのインターフェイス名には、同じ名前も異なる名前も使用で
きます。
pseudowire-class コマンドを入力すると、ルータは疑似回線（PW）設定を行う疑似回線クラス コン
フィギュレーション モードに切り替わります。
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pseudowire-class

例

次に、疑似回線クラス コンフィギュレーション モードを開始して "ether-pw" という名前の PW コン
フィギュレーション テンプレートを設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# pseudowire-class mpls
Router(config-pw-class)# encapsulation mpls
Router(config-pw-class)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

pseudowire
xconnect

接続回線を xconnect サービスのレイヤ 2 PW にバインドします。
接続回線を xconnect サービスのレイヤ 2 PW にバインドし、
xconnect コンフィギュレーション モードを開始します。
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ptp announce

ptp announce
PTP Announcement パケットに対し、インターバルとタイムアウトの値を設定します。

ptp announce interval interval-value timeout timeout-value
no ptp announce interval interval-value timeout timeout-value

シンタックスの説明

interval

PTP Announcement メッセージのインターバルを指定します。インターバルは、
ログ ベース 2 の値を使用して次のように設定されます。
• 4：16 秒ごとに 1 パケット
• 3：8 秒ごとに 1 パケット
• 2：4 秒ごとに 1 パケット
• 1：2 秒ごとに 1 パケット
• 0：1 秒ごとに 1 パケット

timeout

セッションがタイムアウトする前の PTP Announcement インターバルの数を指
定します。有効値の範囲は 2 ～ 10 です。

デフォルト

デフォルトのインターバルの値は 1 です。デフォルトのタイムアウト インターバルの値は 3 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

インターバルの推奨値は -6 です。

例

次に、PTP Announcement を設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# interface vlan 10
Router(config-if)# ptp announce interval 3
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド
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コマンド

説明

ptp enable

インターフェイス上で PTP モードをイネーブルにします。
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ptp clock-destination

ptp clock-destination
クロックの宛先の IP アドレスを指定します。このコマンドは、ルータが PTP マスター ユニキャスト
モードの場合にだけ適用されます。

ptp clock-destination clock-ip-address
no ptp clock-destination clock-ip-address

シンタックスの説明

clock-ip-address

デフォルト

デフォルトの設定はありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

クロックの宛先の IP アドレス。

使用上のガイドライン

ルータが ptp マスター ユニキャストに設定される場合、1 つの宛先だけを設定できます。ルータが ptp
マスター ユニキャスト ネゴシエーションに設定されている場合、ルータでは、ネゴシエーションを使
用して、PTP スレーブ デバイスの IP アドレスが決定されるため、このコマンドを使用する必要はあり
ません。

例

次に、PTP Announcement を設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# interface vlan 10
Router(config-if)# ptp clock-destination 192.168.1.2
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ptp enable
ptp master

インターフェイス上で PTP モードをイネーブルにします。

ptp mode
ptp clock-source

マスター クロック モードのインターフェイスを、PTP クロッキング
に設定します。

PTP モードを指定します。
PTP クロック ソースを指定します。
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ptp clock-source

ptp clock-source
クロック ソースの IP アドレスを指定します。このコマンドは、ルータが PTP スレーブ モードの場合
にだけ適用されます。

ptp clock-source clock-ip-address
no ptp clock-source clock-ip-address

シンタックスの説明

clock-ip-address

デフォルト

デフォルトの設定は no ptp clock-source です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

クロック ソースの IP アドレス。

次に、PTP クロック ソースを設定する例を示します。

例

Router# config t
Router(config)# interface vlan 10
Router(config-if)# ptp clock-source 192.168.1.1
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ptp enable
ptp mode
ptp slave

インターフェイス上で PTP モードをイネーブルにします。
PTP モードを指定します。
スレーブ クロック モードのインターフェイスを、PTP クロッキング
に設定します。

ptp clock-destination
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PTP クロックの宛先を指定します。
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ptp delay-req interval
インターフェイスが PTP マスター モードの場合に、メンバー デバイスが遅延要求メッセージを送信す
るための推奨時間として、遅延要求インターバルを指定します。

ptp delay-req interval [interval-value]
no ptp delay-req interval [interval-value]

シンタックスの説明

interval
interval-value

PTP 遅延要求のインターバルを指定します。
遅延要求メッセージのインターバルの長さを指定します。インターバルは、
ログ ベース 2 の値を使用して次のように設定されます。

4：16 秒ごとに 1 パケット
3：8 秒ごとに 1 パケット
2：4 秒ごとに 1 パケット
1：2 秒ごとに 1 パケット
0：1 秒ごとに 1 パケット
-1：1/2 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 2 パケット
-2：1/4 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 4 パケット
-3：1/8 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 8 パケット
-4：1/16 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 16 パケット
-5：1/32 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 32 パケット
-6：1/64 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 64 パケット
推奨値は -6 です。

デフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

インターバルの推奨値は -6 です。
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ptp delay-req interval

次に、PTP Announcement を設定する例を示します。

例

Router# config t
Router(config)# interface vlan 10
Router(config-if)# ptp delay-req interval -4
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド
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コマンド

説明

ptp delay-req unicast

マルチキャスト モードの場合にユニキャスト PTP 遅延要求メッセー
ジを送信するよう、Cisco MWR 2941-DC を設定します。
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ptp delay-req unicast

ptp delay-req unicast
マルチキャスト モードの場合にユニキャスト PTP 遅延要求メッセージを送信するよう、Cisco MWR
2941-DC を設定します。このコマンドは、不要な PTP 遅延要求トラフィックを削減する目的で、導入
されました。

（注）

Cisco MWR 2941-DC でサポートされているのは、PTP の冗長性のためのマルチキャスト ルーティン
グだけです。詳細については、「PTP の冗長性の設定」（P.4-24）を参照してください。

ptp delay-req unicast {negotiation | no-negotiation}
no ptp delay-req unicast {negotiation | no-negotiation}

シンタックスの説明

unicast

マルチキャスト モードの場合にユニキャスト PTP 遅延要求メッセージを送
信するよう、Cisco MWR 2941-DC を設定します。

negotiation

ユニキャスト ネゴシエーションは、ローカル ルータ設定で PTP クロック
ソースとして指定されているすべてのデバイスに遅延要求メッセージを送信
することによって、PTP マスター クロックを検出するよう、Cisco MWR
2941-DC を設定します。

no-negotiation

no-negotiation パラメータにより、スレーブ モードで、Cisco MWR
2941-DC でのユニキャスト ネゴシエーションがディセーブルにされます。
ユニキャスト ネゴシエーションをディセーブルにする場合、PTP マスター
クロックがスレーブ IP アドレスで設定されていることを確認してください。
スレーブ Cisco MWR 2941-DC により、PTP マスター クロックから受信し
た Announce メッセージから PTP マスターの IP アドレスが取得されます。
次に、Cisco MWR 2941-DC により、PTP マスター メッセージへの遅延要求
メッセージが送信されます。

デフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

Cisco MWR 2941-DC が、ユニキャスト遅延要求メッセージを使用した PTP マルチキャスト モードに
ある場合で、マスター クロックとして別の Cisco MWR 2941-DC に接続されている場合、マスター ク
ロックも、ユニキャスト遅延要求メッセージを使用するよう設定されていることを確認してください。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

B-207

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス

ptp delay-req unicast

次に、PTP Announcement を設定する例を示します。

例

Router# config t
Router(config)# interface vlan 10
Router(config-if)# ptp delay-req unicast negotiation
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド
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コマンド

説明

ptp delay-req interval

PTP 遅延要求インターバルを指定します。
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ptp domain

ptp domain
PTP ドメインを使用すると、1 つのネットワーク上で、複数の独立した PTP クロッキング サブドメイ
ンを使用できます。ルータが使用する PTP ドメイン番号を指定するには、このコマンドを指定します。

ptp domain domain-number
no ptp domain domain-number

シンタックスの説明

domain-number

デフォルト

デフォルトの設定は ptp domain 0 です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

ルータが PTP トラフィックに適用する PTP ドメイン番号。有効値の範囲は
0 ～ 127 です。

次に、PTP ドメインを設定する例を示します。
Router# config t
Router# ptp domain 88
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ptp enable
ptp mode

インターフェイス上で PTP モードをイネーブルにします。
PTP モードを指定します。
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ptp enable

ptp enable
インターフェイス上で PTP クロッキングをイネーブルにします。

ptp enable
no ptp enable

デフォルト

PTP はデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、複数のインターフェイスに適用できます。

例

次に、PTP Announcement を設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# interface vlan 10
Router(config-if)# ptp enable
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

B-210

コマンド

説明

ptp master

マスター クロック モードのインターフェイスを、PTP クロッキング
に設定します。

ptp mode
ptp slave

PTP モードを指定します。
スレーブ クロック モードのインターフェイスを、PTP クロッキング
に設定します。
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ptp master

ptp master
マスター クロック モードのインターフェイスを、PTP クロッキングに設定します。通常のマスター ク
ロック モードをイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ptp
master コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用
します。

（注）

Cisco MWR 2941-DC でサポートされているのは、PTP の冗長性のためのマルチキャスト ルーティン
グだけです。詳細については、「PTP の冗長性の設定」（P.4-24）を参照してください。

ptp master multicast {unicast | unicast negotiation}
no ptp master multicast {unicast | unicast negotiation}

シンタックスの説明

multicast

PTP クロッキングでマルチキャスト モードを使用するよう、インターフェイ
スを設定します。

unicast

PTP クロックでユニキャスト モードを使用するよう、インターフェイスを設
定します。
（注）

unicast
negotiation

ルータが ptp マスター ユニキャストに設定される場合、1 つの宛先だ
けを設定できます。

PTP クロッキングでユニキャスト モードをネゴシエートするよう、インター
フェイスを設定します。
（注）

ルータが ptp マスター ユニキャスト ネゴシエーションに設定されて
いる場合、ルータでは、ネゴシエーションを使用して、PTP スレー
ブ デバイスの IP アドレスが決定されるため、PTP クロックの宛先を
設定する必要はありません。

デフォルト

デフォルトの設定はありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

ユニキャストおよびユニキャスト ネゴシエーションについては、PTP をイネーブルにする前に、ptp
clock-destination コマンドを使用してリモート スレーブの IP アドレスを設定する必要があります。
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ptp master

次に、PTP マスター マルチキャスト モードをイネーブルにする例を示します。

例

Router# config t
Router# interface Vlan10
Router(config-if)# ptp master multicast
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

B-212

コマンド

説明

ptp clock-destination

ルータが PTP マスター モードのときに、クロックの宛先の IP アド
レスを指定します。

ptp enable
ptp mode

インターフェイス上で PTP モードをイネーブルにします。

PTP モードを指定します。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス
ptp min-timing-pkt-size

ptp min-timing-pkt-size
このコマンドを使用すると、PTP タイミング パケットのデフォルト サイズを変更できます。一部の場
合、PTP パケット サイズを変更すると、クロックのリカバリ パフォーマンスが改善されることがあり
ます。

ptp min-timing-pkt-size size
no ptp min-timing-pkt-size size

シンタックスの説明

size

デフォルト

デフォルトの PTP タイミング パケット サイズは 86 バイトです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

最小の PTP タイミング パケット サイズをバイト単位で指定します。有効値の範
囲は 86 ～ 1510 です。デフォルト値は 86 です。

使用上のガイドライン

このコマンドは、IEEE-2008 PTP 規格の一部ではありません。

例

次に、PTP マスター マルチキャスト モードをイネーブルにする例を示します。
Router# config t
Router(config)# ptp min-timing-pkt-size 100
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ptp clock-destination

ルータが PTP マスター モードのときに、クロックの宛先の IP アド
レスを指定します。

ptp enable
ptp mode

インターフェイス上で PTP モードをイネーブルにします。
PTP モードを指定します。
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ptp mode

ptp mode
PTP モードを指定します。
（注）

Cisco MWR 2941-DC では、バウンダリ モードまたはトランスポート モードなどの他の PTP モード
は、現在、サポートされていません。

シンタックスの説明

ordinary

デフォルト

デフォルトの設定は ptp mode ordinary です。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

PTP クロッキングへのインターフェイスを通常の状態に設定します。

次に、PTP マスター モードをイネーブルにする例を示します。

例

Router# config t
Router(config)# ptp mode ordinary
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ptp enable
ptp master

インターフェイス上で PTP モードをイネーブルにします。

ptp slave

B-214

マスター クロック モードのインターフェイスを、PTP クロッキング
に設定します。
スレーブ クロック モードのインターフェイスを、PTP クロッキング
に設定します。
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ptp priority1

ptp priority1
クロックのプリファレンス レベルを設定します。マスター クロックを選択した場合、スレーブ デバイ
スでは priority1 の値が使用されます。priority1 の値は、他のクロック属性よりも上位であると見なさ
れます。PTP priority1 の値を設定するには、次のコマンドを使用します。

ptp priority1 priorityvalue
no ptp priority1 priorityvalue

シンタックスの説明

priorityvalue

デフォルト

デフォルトの値は 128 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

有効値の範囲は 0 ～ 255 です。デフォルトの値は 128 です。

次に、PTP priority1 の値をイネーブルにする例を示します。
Router# config t
Router# interface Vlan10
Router(config-if)# ptp priority1 128
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ptp priority2

PTP priority2 の値を設定します。
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ptp priority2

ptp priority2
クロックのセカンダリ プリファレンス レベルを設定します。マスター クロックを選択した場合、ス
レーブ デバイスでは priority2 の値が使用されます。ルータで、クロックの選択に priority2 または他の
クロック属性を使用できない場合にだけ、priority2 の値が考慮されます。PTP priority2 の値を設定す
るには、次のコマンドを使用します。

ptp priority2 priorityvalue
no ptp priority2 priorityvalue

シンタックスの説明

priorityvalue

デフォルト

デフォルトの値は 128 です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

有効値の範囲は 0 ～ 255 です。デフォルトの値は 128 です。

次に、PTP priority2 の値を設定する例を示します。

例

Router# config t
Router# interface Vlan10
Router(config-if)# ptp priority2 128
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

B-216

コマンド

説明

ptp priority1

PTP priority1 の値を設定します。
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ptp slave

ptp slave
スレーブ クロック モードのインターフェイスを、PTP クロッキングに設定します。通常のスレーブ ク
ロック モードをイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ptp slave
コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注）

Cisco MWR 2941-DC でサポートされているのは、PTP の冗長性のためのマルチキャスト ルーティン
グだけです。詳細については、「PTP の冗長性の設定」（P.4-24）を参照してください。

ptp slave {multicast | unicast [negotiation]}
no ptp slave {multicast | unicast [negotiation]}

シンタックスの説明

multicast

PTP クロッキングでマルチキャスト モードを使用するよう、インターフェイス
を設定します。

unicast

PTP クロッキングでユニキャスト モードを使用するよう、インターフェイスを
設定します。

negotiation

PTP クロッキングでユニキャスト モードをネゴシエートするよう、インター
フェイスを設定します。

デフォルト

デフォルトの設定はありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

PTP をイネーブルにする前に、リモート タイミング デバイスの IP アドレスを設定する必要がありま
す。

例

次に、PTP スレーブ マルチキャスト モードをイネーブルにする例を示します。
Router# config t
Router# interface Vlan10
Router(config-if)# ptp slave multicast
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
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ptp slave

関連コマンド

B-218

コマンド

説明

ptp clock-source

クロック ソースの IP アドレスを指定します。このコマンドは、ルー
タが PTP スレーブ モードの場合にだけ適用されます。

ptp enable
ptp mode

インターフェイス上で PTP モードをイネーブルにします。

PTP モードを指定します。
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ptp sync interval

ptp sync interval
PTP Announcement メッセージの送信に使用されるインターバルを指定します。

ptp sync interval interval-value
no ptp sync interval interval-value

シンタックスの説明

interval
interval-value

PTP Announcement パケットを送信するインターバルを指定します。
ルータが Announcement パケットを送信するインターバルを指定します。
インターバルは、ログ ベース 2 の値を使用して次のように設定されます。
4：16 秒ごとに 1 パケット
3：8 秒ごとに 1 パケット
2：4 秒ごとに 1 パケット
1：2 秒ごとに 1 パケット
0：1 秒ごとに 1 パケット
-1：1/2 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 2 パケット
-2：1/4 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 4 パケット
-3：1/8 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 8 パケット
-4：1/16 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 16 パケット
-5：1/32 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 32 パケット
-6：1/64 秒ごとに 1 パケット、つまり、1 秒ごとに 64 パケット
推奨値は -6 です。

デフォルト

デフォルトの設定はありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、PTP Announcement インターバルを設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# interface vlan 10
Router(config-if)# ptp sync interval -4
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
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ptp sync interval

関連コマンド

B-220

コマンド

説明

ptp clock-source

クロック ソースの IP アドレスを指定します。このコマンドは、ルー
タが PTP スレーブ モードの場合にだけ適用されます。

ptp enable
ptp mode

インターフェイス上で PTP モードをイネーブルにします。

PTP モードを指定します。
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ptp two-steps

ptp two-steps
デフォルト PTP 同期には、PTP マスター デバイスと PTP スレーブ デバイスとの間に 1 ステップのハ
ンドシェイクが含まれています。ptp two-steps コマンドにより、元の同期メッセージのタイムスタン
プが含まれる後続メッセージを送信するよう、マスター クロックが設定されます。このコマンドは、
Cisco MWR 2941-DC が PTP マスターとして動作し、2 ステップのハンドシェイクが必要なスレーブ
デバイスに接続されている場合に、効果的です。

ptp two-steps
no ptp two-steps

（注）

PTP スレーブ デバイスとして設定されている場合、Cisco MWR 2941-DC は、1 ステップまたは 2 ス
テップのハンドシェイクを使用できます。

デフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

例

次に、PTP 2 ステップ ハンドシェイクを設定する例を示します。
Router# config t
Router(config-if)# ptp two-steps
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

ptp sync interval

ルータが PTP 同期メッセージの送信に使用するインターバルを定義
します。
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pw-pvc

pw-pvc
PVC マッピングを設定、または PVC 用に設定された PW を書き換えるには、pw-pvc コマンドを使用
します。このコマンドでは、指定した PVC 向けの PW パケットの送受信時に PW パケットのペイロー
ド内で使用される PW 側の VPI/VCI 値を指定します。

pw-pvc pw-vpi/pw-vci

シンタックスの説明

pw-vpi
pw-vci

疑似回線側の vpi 値
疑似回線側の vci 値

デフォルト

PW 側の VPI/VCI 値は接続回線側のものと同じ値です。

コマンド モード

l2transport VC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

次に、pw-pvc コマンドの使用例を示します。

例

Router# config t
Router(config-if)# pvc 0/40 l2transport
Router(config-if-atm-l2trans-pvc)# encapsulation aal0
Router(config-if-atm-l2trans-pvc)# pw-pvc 1/40
Router(config-if-atm-l2trans-pvc)# xconnect 1.1.1.1 40 encapsulation mpls
Router(config-if-atm-l2trans-pvc-xconn)# exit
Router(config-if-atm-l2trans-pvc)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド
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コマンド

説明

xconnect

接続回線を、サポートされている設定モードの 1 つの PW にバイン
ドします。
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queue-limit

queue-limit
バイト単位（サイズ）、ミリ秒単位（ms）、またはパケット単位でのクラスのキューの制限（サイズ）
を指定または変更するには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで queue-limit コ
マンドを使用します。クラスからキューの制限を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

queue-limit queue-limit-size [bytes | ms |packets]
no queue-limit

シンタックスの説明

queue-limit-size

キューの最大サイズ。最大値は、指定される測定単位用キーワード
（bytes、ms、または packets）のオプション単位によって異なります。
（注）

コマンドのデフォルト

オプションの測定単位が指定されない場合、デフォルトの測定単
位はパケットです。

bytes

（任意）測定単位がバイトで指定されていることを示します。有効なバイ
ト単位の範囲は 1 ～ 8192000 です。

ms

（任意）測定単位がミリ秒で指定されていることを示します。有効なミリ
秒単位の範囲は 1 ～ 3400 です。

packets

（任意）測定単位がパケットで指定されていることを示します。有効なミ
リ秒単位の範囲は 1 ～ 32768 ですが、プラットフォームとリリースに
よって、次のようにさまざまな値になります。

Weighted Random Early Detection（WRED）の場合またはそれ以外の場合のクラス キューの
queue-limit のデフォルト動作は、次のとおりです。
• WRED の場合のクラス キュー：ルータでは、最も大きい WRED の最大しきい値の 2 倍のデフォ
ルト キュー制限値を、最も近い 2 の倍数に四捨五入して、使用されます。
• WRED がない場合のプライオリティ キューとクラス キュー：ルータでは、ライン レートで最大
50ms までの 256 バイト パケットで、32 パケット以上のパケットが、使用されます。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)T
12.0(5)XE

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合されました。VIP 対応
の Cisco 7500 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.0(17)SL
12.1(5)T

このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに実装されました。

12.2(16)BX
12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.3(7)XI

このコマンドが ESR-PRE2 に追加されました。

このコマンドが、VIP 対応の Cisco 7500 シリーズ ルータに実装されまし
た。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(7)XI に統合されました。
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queue-limit

リリース

変更点

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.4(20)T

次の引数とキーワードの組み合わせが追加されました。

• queue-limit-size bytes
• queue-limit-size ms
• queue-limit-size packets

Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

Weighted Fair Queueing
Weighted Fair Queueing（WFQ）により、クラス マップが定義される各クラスのキューが作成されま
す。クラスの一致基準を満たすパケットは、送信されるまでクラス用に確保されているキューに蓄積さ
れます。Fair Queueing プロセスによって、キューでサービスが実行されると、送信が発生します。ク
ラス用に定義した最大パケットしきい値に到達すると、それ以降にクラス キューで待ち状態になるパ
ケットでは、テール ドロップが発生します。または、クラスで WRED が設定されている場合、パケッ
トのドロップが行われます。

bandwidth コマンドによるキュー制限の上書き
特定のクラスに対する帯域幅を指定するには、Modular Quality of Service （QoS）Command-Line
（MQC）で bandwidth コマンドを使用します。MQC で使用される場合、bandwidth
Interface（CLI）
コマンドには、クラスにデフォルトのキュー制限があります。このキュー制限は、queue-limit コマン
ドを使用して変更でき、bandwidth コマンドによって設定されたデフォルトが上書きされます。
（注）

例

インターフェイスで必要な最小限の保証帯域幅を満たすために、高速インターフェイスでは、
queue-limit コマンドを使用してデフォルトのキュー制限を変更することが、特に重要です。

次に、policy11 という名前のポリシー マップを設定する例を示します。ポリシー マップ policy11 に
は、acl203 という名前のクラスが含まれています。このクラス用に確保されているキューの最大
キュー サイズが 40 パケットになるよう、このクラスのポリシー マップが設定されます。
Router(config)# policy-map policy11
Router(config-pmap)# class acl203
Router(config-pmap-c)# bandwidth 2000
Router(config-pmap-c)# queue-limit 40 packets
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関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth

H.323 トラフィックの最大集約帯域幅を指定し、宛先ゲートキーパーで使
用可能な帯域幅を確認します。

class（ポリシー マッ
プ）

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更するクラス
の名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラスとして知ら
れるクラス）を指定します。

class class-default

帯域幅が設定または変更されるデフォルト トラフィック クラスを指定しま
す。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。
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random-detect
インターフェイス上で Weighted Random Early Detection（WRED）または Distributed WRED
（DWRED）をイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
random-detect コマンドを使用します。ポリシー マップでクラス用の WRED を設定するには、ポリ
シー マップ クラス コンフィギュレーション モードで random-detect コマンドを使用します。WRED
または DWRED をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

random-detect [dscp-based | prec-based]
no random-detect

シンタックスの説明

dscp-based

（任意）パケットの廃棄確率を計算する場合、WRED で Differentiated
Service Code Point （DSCP）の値を使用するよう、指定します。

prec-based

（任意）パケットの廃棄確率を計算する場合、WRED で IP precedence の値
を使用するよう、指定します。

コマンドのデフォルト

WRED と DWRED は、デフォルトでディセーブルにされます。

コマンド モード

インターフェイスで使用されるインターフェイス設定（config-if）
ポリシー マップで使用される場合のポリシー マップ クラスの設定（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.1CC
12.1(5)T

このコマンドが追加されました。

12.1(5a)E

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードでのみ、このコマ
ンドが Cisco IOS Release 12.1(5a)E に統合されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。
Differentiated Services（DiffServ; ディファレンシエーテッド サービス）
と Assured Forwarding（AF）Per Hop Behavior（PHB）をサポートするた
め、引数が追加されました。

このコマンドが、Versatile Interface Processor（VIP）対応の Cisco 7500 シ
リーズ ルータと、FlexWAN モジュールが搭載された Catalyst 6000 ファミ
リ スイッチに、実装されました。
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12.0(15)S

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードでのみ、このコマ
ンドが Cisco IOS Release 12.0(15)S に統合されました。

12.2(14)S
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
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リリース

12.4(20)T

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

変更点
モジュール式 Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス
（CLI）（MQC）を使用した階層型キューイング フレームワーク（HQF）の
サポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

キーワード

dscp-based キーワードまたは prec-based キーワードのいずれかを使用しないことを選択した場合、
WRED では、IP precedence の値（デフォルト方式）を使用して、パケットの廃棄確率が計算されます。
可用性

random-detect コマンドは、Cisco IOS Releases 12.1E または 12.0S のインターフェイス レベルでは使
用できません。random-detect コマンドは、Cisco IOS Releases 12.1E、12.0S、またはそれ以降のポ
リシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで使用できます。

WRED の機能
WRED は輻輳回避メカニズムで、輻輳が発生しているときにランダムにパケットをドロップして、ト
ラフィックを低速にします。DWRED は WRED に類似していますが、Route Switch Processor（RSP）
の代わりに Versatile Interface Processor（VIP）が使用されます。WRED と DWRED は、送信レート
を小さくすることによってドロップされるパケットに応答する、Transport Control Protocol（TCP）の
ようなプロトコルで最も効果的です。
ルータでは、WRED の計算で使用されるパラメータが自動的に決定されます。これらのパラメータを
変更するには、random-detect precedence コマンドを使用します。

ポリシー マップでの WRED
標準クラスまたはデフォルトクラスのポリシー マップの一部として、WRED を指定できます。WRED
random-detect コマンドと Weighted Fair Queueing（WFQ）queue-limit コマンドは、相互に排他的
です。WRED を設定している場合、そのパケット ドロップ機能を使用して、設定されている最大カウ
ントを超えるパケットがキューで待ち状態になったときのキューが管理されます。WFQ queue-limit
コマンドを設定すると、テール ドロップが使用されます。
ポリシー マップを設定し、クラス ポリシーを作成するには、policy-map コマンドと class （ポリシー
マップ）コマンドを使用します。ポリシー マップ内でクラスを作成する場合、次のいずれかのコマン
ドとともに random-detect コマンドを使用できます。

• bandwidth（ポリシー マップ クラス）
• fair-queue（class-default）：デフォルト クラスのみ

（注）

ポリシー マップの 1 つまたは複数のクラスで、テール ドロップの代わりに WRED パケット ド
ロップを使用する場合、ポリシー マップが付加されているインターフェイスに WRED が設定
されていないことを確認する必要があります。

（注）

DWRED は、ポリシー マップのクラスではサポートされません。
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パケットの廃棄確率を計算する 2 つの方式
このコマンドには、dscp-based と prec-based の 2 つのオプションのキーワードが含まれており、パ
ケットの廃棄確率の計算に使用する WRED 方式が決定されます。

WRED で使用する方式を決める際には、次の点に注意してください。
• dscp-based キーワードでは、WRED は、DSCP の値（つまり、IP type of service（ToS; タイプ オ
ブ サービス）バイトの最初の 6 ビット）を使用して、廃棄確率を計算します。
• prec-based キーワードでは、WRED は、IP precedence の値を使用して、廃棄確率を計算します。
• dscp-based とイーサネット prec-based は相互に排他的です。
• いずれの引数も指定されない場合、WRED では、IP precedence の値を使用して廃棄確率が計算さ
れます（デフォルト方式）。

例

次に、class1 という名前のクラスに対するポリシーの指定が含まれる、policy1 という名前のポリシー
マップを設定する例を示します。輻輳の場合、テール ドロップではなく、WRED のパケット ドロップ
が使用されます。
! The following commands create the class map called class1:
class-map class1
match input-interface gigabitethernet0/1
! The following commands define policy1 to contain policy specification for class1:
policy-map policy1
class class1
bandwidth 1000
random-detect

次に、DSCP 値 8 を使用して、WRED をイネーブルにする例を示します。DSCP 値 8 の最小しきい値
は 24 で、最大しきい値は 40 です。この設定は、インターフェイス レベルで実行されました。
Router(config)# interface serial0/0
Router(config-if)# random-detect dscp-based
Router(config-if)# random-detect dscp 8 24 40

次に、クラス c1 の DSCP 値 8 を使用して、WRED をイネーブルにする例を示します。DSCP 値 8 の
最小しきい値は 24 で、最大しきい値は 40 です。最後の行では、出力ポリシーまたは Virtual Circuit
（VC; 仮想回線）p1 に、サービス ポリシーが付加されます。
Router(config-if)# class-map c1
Router(config-cmap)# match access-group 101
Router(config-if)# policy-map p1
Router(config-pmap)# class c1
Router(config-pmap-c)# bandwidth 48
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp 8 24 40
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface serial0/0
Router(config-if)# service-policy output p1
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関連コマンド

コマンド

説明

random-detect dscp
random-detect
exponential-weighting-constant
random-detect flow
random-detect precedence

DSCP 値の最小と最大のパケットしきい値を変更します。
キューの平均サイズ計算のための WRED および DWRED 指数
加重係数を設定します。
フロー ベースの WRED をイネーブルにします。
特定の IP Precedence の WRED パラメータと DWRED パラメー
タを設定します。

show interfaces

ルータまたはアクセス サーバ上に設定されているすべてのイン
ターフェイスの統計情報を表示します。

show queueing

設定されているすべてのまたは選択されたキュー戦略を表示し
ます。

show tech-support rsvp

すべての RSVP 関連情報のレポートを生成します。
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random-detect atm-clp-based
パケットの ATM セル損失率優先度（CLP）に基づいて、Weighted Random Early Detection（WRED）
をイネーブルにするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで random-detect
atm-clp-based コマンドを使用します。WRED をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を
使用します。

random-detect atm-clp-based clp-value
no random-detect atm-clp-based

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト

clp-value
min-thresh-value
max-thresh-value
max-probability-denominatorvalue

CLP の値。有効値は 0 または 1 です。
パケット数の最小しきい値。有効値の範囲は 1 ～ 4096 です。
パケット数の最大しきい値。有効値の範囲は 1 ～ 4096 です。
平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされたパケット
の割合の分母。有効値の範囲は 1 ～ 65535 です。

WRED が設定される場合、最大と最小のしきい値は、出力バッファリング容量とインターフェイスの
送信速度に基づいて、決定されます。
デフォルトの最大確率分母は 10 です。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(28)S
12.2(28)SB
12.2(33)SB

このコマンドが追加されました。

12.4(20)T

12.4(20)MR

使用上のガイドライン
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータの PRE3 と PRE4 に追加され
ました。
モジュール式 Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス
（CLI）（MQC）を使用した階層型キューイング フレームワーク（HQF）の
サポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

同じ HQF 設定で、random-detect atm-clp-based コマンドを random-detect cos-based コマンドと併
用することはできません。no random-detect cos-based コマンドを使用してディセーブルにしてから、
random-detect atm-clp-based コマンドで設定する必要があります。
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例

次の例では、ATM CLP に基づいて WRED が設定されます。この設定では、random-detect
atm-clp-based コマンドが設定され、ATM CLP に 1 が指定されます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policymap1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# random-detect atm-clp-based 1
Router(config-pmap-c)# end

関連コマンド

コマンド

説明

random-detect clp

WRED をイネーブルにするために使用される、パケットの ATM CLP の
値、最小しきい値、最大しきい値、最大確率分母を指定します。

random-detect cos

WRED をイネーブルにするために使用される、パケットの CoS 値、最小し
きい値、最大しきい値、最大確率分母を指定します。

random-detect
cos-based
show policy-map

パケットの CoS 値に基づいて、WRED をイネーブルにします。

show policy-map
interface

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、また
は、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示し
ます。
指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、あるいはその
インターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス ポリシーに設定され
ているすべてのクラスのパケット統計情報を表示します。
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random-detect cos-based
パケットのサービス クラス（CoS）に基づいて、Weighted Random Early Detection （WRED）をイ
ネーブルにするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで random-detect
cos-based コマンドを使用します。WRED をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用
します。

random-detect cos-based cos-value
no random-detect cos-based

シンタックスの説明

cos-value

コマンドのデフォルト

WRED が設定される場合、最大と最小のしきい値は、出力バッファリング容量とインターフェイスの
送信速度に基づいて、決定されます。

0 ～ 7 の、IEEE 802.1Q CoS の特定の値。

デフォルトの最大確率分母は 10 です。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(28)S
12.2(28)SB
12.4(20)T

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
モジュール式 Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス
（CLI）（MQC）を使用した階層型キューイング フレームワーク（HQF）の
サポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

同じ HQF 設定で、random-detect cos-based コマンドを random-detect atm-clp-based コマンドと併
用することはできません。random-detect atm-clp-based コマンドを使用してディセーブルにしてか
ら、random-detect cos-based コマンドで設定する必要があります。

例

次の例では、CoS 値に基づいて WRED が設定されます。この設定では、random-detect cos-based コ
マンドが設定され、CoS 値に 2 が指定されます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policymap1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# random-detect cos-based 2
Router(config-pmap-c)# end
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関連コマンド

コマンド

説明

random-detect
atm-clp-based
random-detect clp

パケットの ATM CLP に基づいて、WRED をイネーブルにします。

WRED をイネーブルにするために使用される、パケットの ATM CLP の
値、最小しきい値、最大しきい値、最大確率分母を指定します。

random-detect cos

WRED をイネーブルにするために使用される、パケットの CoS 値、最小し
きい値、最大しきい値、最大確率分母を指定します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、また
は、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示し
ます。

show policy-map
interface

指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、あるいはその
インターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス ポリシーに設定され
ているすべてのクラスのパケット統計情報を表示します。
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random-detect discard-class
ポリシー マップで廃棄クラス用の Weighted Random Early Detection（WRED）パラメータを設定するに
は、QoS ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで random-detect discard-class コマン
ドを使用します。廃棄クラスの値をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

random-detect discard-class value min-threshold max-threshold
max-probability-denominator
no random-detect discard-class value min-threshold max-threshold
max-probability-denominator

シンタックスの説明

value

廃棄クラス。これは、パケットの廃棄適格を指定する番号です。有
効値の範囲は 0 ～ 7 です。

min-threshold

キューで使用可能なパケットの最小数を指定します。平均キューの
長さが最小しきい値に達すると、WRED では、指定された DSCP、
IP precedence、または廃棄クラスの値で一部のパケットがランダム
にドロップされます。有効な最小しきい値は 1 ～ 16384 です。

max-threshold

キューで使用可能なパケットの最大数。平均キューの長さが最大し
きい値を超えると、WRED では、指定された DSCP、IP
precedence、または廃棄クラスの値ですべてのパケットがドロップ
されます。有効な最大しきい値の範囲は 1 ～ 16384 です。

max-probability-denominator 平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされたパケット
の割合の分母。たとえば、分母が 512 の場合、平均キューが最大し
きい値のときに、512 パケットごとに 1 パケットがドロップされま
す。有効値の範囲は 1 ～ 65535 です。

コマンドのデフォルト

すべての Precedence レベルで、max-probability-denominator のデフォルトは 10 パケットです。最大
しきい値の場合、10 パケットごとに 1 パケットがドロップされます。

コマンド モード

QoS ポリシー マップ クラスの設定

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(3)T
12.2(13)T
12.2(28)SB
12.2(31)SB

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(13)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco 10000
シリーズ ルータに実装されました。

インターフェイスで random-detect discard-class コマンドを設定する場合、パケットの廃棄クラスに
基づいて、パケットに優先処理が指定されます。異なる廃棄クラス値に対して廃棄クラスを調整するに
は、random-detect discard-class コマンドを使用します。
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例

次に、平均キューが 100 パケットの最小しきい値に到達したときに、パケットをランダムにドロップ
する廃棄クラス 2 を設定し、平均キューが 200 パケットの最大しきい値の場合に 10 パケット中 1 パ
ケットがドロップされる例を示します。
policy-map set-MPLS-PHB
class IP-AF11
bandwidth percent 40
random-detect discard-class-based
random-detect-discard-class 2 100 200 10

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth（ポリシー マップ クラ ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅を指定
ス）

match discard-class
random-detect
discard-class-based
random-detect
exponential-weighting-constant
random-detect precedence
show policy-map interface

または変更します。
特定の廃棄クラスのパケットに一致させます。

WRED の基礎をパケットのクラス廃棄値にします。
キューの平均サイズ計算のための WRED および DWRED 指数
加重係数を設定します。
特定の IP precedence に対する WRED パラメータと DWRED パ
ラメータを設定します。
指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対
して設定されている、全クラスの設定を表示するか、または、
インターフェイス上の特定の PVC に対するサービス ポリシーの
クラスを表示します。
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random-detect discard-class-based
パケットの廃棄クラス値で Weighted Random Early Detection（WRED）を基にする場合は、ポリシー
マップ クラス コンフィギュレーション モードで random-detect discard-class-based コマンドを使用
します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

random-detect discard-class-based
no random-detect discard-class-based

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

デフォルトはルータにより異なります。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(13)T
12.2(28)SB
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

WRED が、IP precedence フィールドではなく廃棄クラスに基づくようにするよう、このコマンドを入
力します。

例

次に、パケットの廃棄クラス値に基づいたランダム検出の例をしまします。
policy-map name
class-name
bandwidth percent 40
random-detect discard-class-based

関連コマンド
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コマンド

説明

match discard-class

特定の廃棄クラスのパケットに一致させます。
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random-detect dscp
Differentiated Service Code Point（DSCP）の値に対する最小と最大のパケットしきい値を変更するに
は、インターフェイスまたは QoS ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで
random-detect dscp コマンドを使用します。最小および最大パケットしきい値を DSCP 値のデフォル
トに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

random-detect dscp dscp-value min-threshold max-threshold
[max-probability-denominator]
no random-detect dscp dscp-value min-threshold max-threshold
[max-probability-denominator]

シンタックスの説明

dscp-value

DSCP 値。DSCP 値には、0 ～ 63 の数字、または、af11、af12、
af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、
cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs7、ef、rsvp のいずれかのキーワード
を指定できます。

min-threshold

パケット数の最小しきい値。この引数に指定できる値の範囲は、1
～ 4096 です。平均キューの長さが最小しきい値に達すると、
Weighted Random Early Detection（WRED）または Distributed
WRED（DWRED）では、指定された DSCP の値で一部のパケッ
トがランダムにドロップされます。

max-threshold

パケット数の最大しきい値。この引数の値の範囲は、
min-threshold 引数の最小値から 4096 までです。平均キューの長
さが最大しきい値を超えると、WRED または DWRED では、指定
された DSCP の値ですべてのパケットがドロップされます。

max-probability-denominator

コマンドのデフォルト

（任意）キューの平均の深さが最大しきい値にあるときにドロップ
されたパケットの割合の分母。たとえば、分母が 512 の場合、平
均キューが最大しきい値のときに、512 パケットごとに 1 パケット
がドロップされます。指定できる値の範囲は、1 ～ 65536 です。
デフォルトは 10 です。10 パケットごとに 1 パケットが最大しきい
値でドロップされます。

random-detect dscp デフォルトの詳細については、「使用上のガイドライン」セクションを参照してくだ
さい。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
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コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(5)T
12.1(5a)E

このコマンドが追加されました。
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードでのみ、このコマ
ンドが Cisco IOS Release 12.1(5a)E に統合されました。
このコマンドが、VIP 対応 Cisco 7500 シリーズ ルータと、FlexWAN モ
ジュールが搭載された Catalyst 6000 ファミリ スイッチに、実装されまし
た。

12.0(15)S

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードでのみ、このコマ
ンドが Cisco IOS Release 12.0(15)S に統合されました。

12.2(14)S
12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

インターフェイス コンフィギュレーション モードで、random-detect dscp コマンドを
random-detect コマンドと組み合わせて使用します。
さらに、インターフェイス コンフィギュレーション モードで random-detect コマンドを使用するとき
に dscp-based 引数を指定した場合にだけ、random-detect dscp コマンドを使用できます。

（注）

random-detect dscp コマンドは、Cisco IOS Release 12.1E or Release 12.0S のインターフェイス レベ
ルでは使用できません。random-detect dscp コマンドは、Cisco IOS Release 12.1E のポリシー マップ
クラス コンフィギュレーション モードだけで使用できます。

DSCP 値の指定
random-detect dscp コマンドを使用すると、トラフィック クラスごとに DSCP 値を指定できます。
DSCP 値には、0 ～ 63 の数字、または、af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、
af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs7、ef、rsvp のいずれかのキーワードを指定できます。
特定のトラフィック クラスでは、トラフィック クラスごとに 8 つの DSCP の値を設定できます。8 つ
の precedence の値、12 の AF コード ポイント、1 つの EF コード ポイント、8 つのユーザ定義の
DSCP の値の、あわせて 29 の値を設定できます。

Assured Forwarding コード ポイント
AF コード ポイントにより、4 つの異なるレベル（4 つの異なる AF クラス）をドメインに提供するた
めの方法が用意されます。（カスタマーなどの）他のドメインから受信した IP パケットの フォワー
ディングの確約。4 つの AF クラスのそれぞれで、一定量のフォワーディング サービス（バッファ領域
と帯域幅）が割り当てられます。
それぞれの AF クラスでは、IP パケットが、3 つのドロップ precedence の値（バイナリ 2{010}、
4{100}、または 6{110}）の 1 つでマーク付けされます。この 3 つの値は、DSCP ヘッダーの下位 3 つ
のビットとして存在します。輻輳ネットワーク環境では、パケットのドロップ precedence の値により、
AF クラス内のパケットの重要度が決定されます。より高いドロップ precedence の値を持つパケット
は、より低いドロップ precedence の値を持つパケットより先に、廃棄されます。

DSCP 値の上位 3 ビットにより、AF クラスが決定され、下位 3 ビットにより、廃棄確率が決定されます。
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Expedited Forwarding コード ポイント
EF コード ポイントは、通常、高優先順位で時間に依存するデータをマーク付けするために使用されま
す。EF コード ポイント マーキングは、precedence の最大値と等しくなります。したがって、EF コー
ド ポイントは、常に、precedence の値 7 と等しくなります。
クラス セレクタの値
クラス セレクタの（CS）の値は、IP precedence の値と等しくなります（たとえば、cs1 は、IP
precedence 1 と同じです）。

デフォルト値
表 8 に、分散型プラットフォーム上の各 IP precedence の値のデフォルトの WRED 最小しきい値の一
覧を表示します。
表 8

分散型プラットフォームのデフォルトの WRED 最小しきい値

IP

クラス セレ
クタ（CS）
の値

最小しきい値（最大し
きい値の分数）

0

cs0

8/16

ユーザによって設定されていないすべての
DSCP の値のしきい値は、IP precedence 0 のし
きい値と同じです。

1

cs1

9/16

—

2

cs2

10/16

—

3

cs3

11/16

—

4

cs4

12/16

—

5

cs5

13/16

—

6

cs6

14/16

—

7

cs7

15/16

EF コード ポイントは、IP precedence 7 と常に
等しくなります。

（優先順位）

値についての注意事項

WRED で DSCP の値を使用してパケットの廃棄率を計算する場合、DSCP テーブルの 64 のすべての
エントリは、「使用上のガイドライン」セクションの 表 9 に示されているように初期化されます。
表 9

ランダム検出の DSCP デフォルト設定

DSCP
（優先順位）

最小しきい値 最大しきい値

マーク確率

0(0)

20

40

1/10

1

22

40

1/10

2

24

40

1/10

3

26

40

1/10

4

28

40

1/10

5

30

40

1/10

6

32

40

1/10

7

34

40

1/10

8(1)

22

40

1/10

9

22

40

1/10
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表 9

ランダム検出の DSCP デフォルト設定 （続き）

DSCP
（優先順位）

B-240

最小しきい値 最大しきい値

マーク確率

10

24

40

1/10

11

26

40

1/10

12

28

40

1/10

13

30

40

1/10

14

32

40

1/10

15

34

40

1/10

16(2)

24

40

1/10

17

22

40

1/10

18

24

40

1/10

19

26

40

1/10

20

28

40

1/10

21

30

40

1/10

22

32

40

1/10

23

34

40

1/10

24(3)

26

40

1/10

25

22

40

1/10

26

24

40

1/10

27

26

40

1/10

28

28

40

1/10

29

30

40

1/10

30

32

40

1/10

31

34

40

1/10

32(4)

28

40

1/10

33

22

40

1/10

34

24

40

1/10

35

26

40

1/10

36

28

40

1/10

37

30

40

1/10

38

32

40

1/10

39

34

40

1/10

40(5)

30

40

1/10

41

22

40

1/10

42

24

40

1/10

43

26

40

1/10

44

28

40

1/10

45

30

40

1/10

46

36

40

1/10
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表 9

ランダム検出の DSCP デフォルト設定 （続き）

DSCP
（優先順位）

例

最小しきい値 最大しきい値

マーク確率

47

34

40

1/10

48(6)

32

40

1/10

49

22

40

1/10

50

24

40

1/10

51

26

40

1/10

52

28

40

1/10

53

30

40

1/10

54

32

40

1/10

55

34

40

1/10

56(7)

34

40

1/10

57

22

40

1/10

58

24

40

1/10

59

26

40

1/10

60

28

40

1/10

61

30

40

1/10

62

32

40

1/10

63

34

40

1/10

rsvp

36

40

1/10

次に、DSCP 値 8 を使用して、WRED をイネーブルにする例を示します。DSCP 値 8 の最小しきい値
は 20 、最大しきい値は 40、マーク付けの率は 1/10 です。
random-detect dscp 8 20 40 10

関連コマンド

コマンド

説明

random-detect
show queueing

WRED または DWRED をイネーブルにします。

show queueing interface

インターフェイスまたは VC のキューの統計情報を表示します。

設定されているすべてのまたは選択されたキュー戦略を表示し
ます。
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random-detect dscp（集約）
特定の Differentiated Service Code Point（DSCP）の値に対する集約 Weighted Random Early
Detection（WRED）パラメータを設定するには、QoS ポリシー マップ クラス コンフィギュレーショ
ン モードで random-detect dscp values（集約）コマンドを使用します。集約 WRED DSCP の設定を
ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

random-detect dscp sub-class-val1 sub-class-val2 sub-class-val3 sub-class-val4
min-thresh max-thresh mark-prob
no random-detect dscp sub-class-val1 sub-class-val2 sub-class-val3 sub-class-val4
min-thresh max-thresh mark-prob

シンタックスの説明

sub-class-val1
sub-class-val2
sub-class-val3
sub-class-val4
min-thresh

次の WRED プロファイル パラメータ指定に対する DSCP の値が適用され
ます。最大 8 のサブクラス（DSCP の値）が、Command-Line Interface
（CLI; コマンドライン インターフェイス）エントリごとに指定できます。
有効な DSCP 値のリストについては、「使用上のガイドライン」を参照し
てください。
キューで使用可能なパケットの最小数。平均キューの長さが最小しきい値
に達すると、WRED では、指定された DSCP の値で一部のパケットがラ
ンダムにドロップされます。有効な最小しきい値は 1 ～ 16384 です。

max-thresh

キューで使用可能なパケットの最大数。キューの平均の長さが最大しきい
値を超えると、WRED は、指定された DSCP 値を持つすべてのパケット
をドロップします。有効な最大しきい値の範囲は 1 ～ 16384 です。

mark-prob

平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされたパケットの割合
の分母。たとえば、分母が 512 の場合、平均キューが最大しきい値のとき
に、512 パケットごとに 1 パケットがドロップされます。有効値の範囲は
1 ～ 65535 です。

コマンドのデフォルト

すべての precedence レベルについて、デフォルトの mark-prob の値は 10 パケットです。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(18)SXE
12.2(33)SRA
12.2(31)SB2

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

B-242

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合され、Cisco 10000
シリーズ ルータに実装されました。
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使用上のガイドライン

このコマンドは、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーションで、random-detect aggregate コマ
ンドと組み合わせて使用します。

WRED パラメータを共有している DSCP の値の各セットについて、このコマンドを繰り返します。
ポリシー マップが定義された後で、ポリシー マップをこのコマンドを（VC）レベルで付加する必要が
あります。

random-detect dscp（集約）CLI で定義されているサブクラス（DSCP precedence）のセットが、1 つ
のハードウェア WRED リソースに集約されます。これらのサブクラスの統計情報も、集約されます。
集約されたサブクラスの統計情報を表示するには、show policy-map interface コマンドを使用します。

DSCP 値
1 つまたは複数の Differentiated Service Code Point（DSCP）値を入力する必要があります。コマンド
には、次の任意の組み合わせを含めることができます。

• Differentiated Service Code Point 値を表す数字（0 ～ 63）
• 特定の AF DSCP を識別する af 番号（af11 など）
• 特定の CS DSCP を識別する cs 番号（cs1 など）
• default：デフォルト DSCP を持つパケットに一致します。
• ef：EF DSCP を持つパケットに一致します。
たとえば、0、1、2、3、4、5、6、または 7 の DSCP 値が必要な場合（指定したすべての IP DSCP 値
ではなく、1 つの値だけが正常な一致基準であることに注意）、match dscp 0 1 2 3 4 5 6 7 コマンドを
入力します。

例

次に、map1 という名前のクラス マップを作成し、map2 という名前のポリシー マップに関連付ける例
を示します。設定により、DSCP 8 の最小しきい値 24 と最大しきい値 40 に基づいて、設定によって
WRED から map1 パケットがドロップされます。map2 ポリシー マップは、gigabitEthernet 0/1 の発信
インターフェイスに付加されます。
Router(config-if)# class-map map1
Router(config-cmap)# match access-group 10
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map map2
Router(config-pmap)# class map1
Router(config-pmap-c)# bandwidth 48
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp 8 24 40
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 0/1
Router(config-if)# service-policy output map2
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関連コマンド

コマンド

説明

class（ポリシー マップ）

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更するク
ラスの名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラス
として知られるクラス）を指定します。

interface

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。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指
定するためのポリシー マップを作成します。

B-244

random-detect aggregate

集約 WRED をイネーブルにし、オプションで、デフォルト集約クラ
スに対するデフォルト WRED パラメータの値を指定します。このデ
フォルト クラスは、明示的に設定されていないすべてのサブクラス
に使用されます。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力イ
ンターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまた
は VC のサービス ポリシーとして使用します。

show policy-map interface

指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対して
設定されている、全クラスの設定を表示するか、または、インター
フェイス上の特定の PVC に対するサービス ポリシーのクラスを表示
します。
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random-detect ecn
Explicit Congestion Notification（ECN; 明示的輻輳通知）をイネーブルにするには、ポリシー マップ
クラス コンフィギュレーション モードで random-detect ecn コマンドを使用します。ECN をディセー
ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

random-detect ecn
no random-detect ecn

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンドのデフォルト

ECN はデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(8)T
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release に統合されました。

使用上のガイドライン

ECN がイネーブルの場合、Weighted Random Early Detection（WRED）が IP precedence の値に基づ
いている場合でも Differentiated Service Code Point（DSCP）の値に基づいている場合でも、ECN を
使用できます。

例

次に、"pol1" という名前のポリシー マップで ECN をイネーブルにする例を示します。
Router(config)# policy-map pol1
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap)# bandwidth per 70
Router(config-pmap-c)# random-detect
Router(config-pmap-c)# random-detect ecn

関連コマンド

コマンド

説明

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、ま
たは、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示
します。

show policy-map
interface

指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、あるいはその
インターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス ポリシーに設定さ
れているすべてのクラスのパケット統計情報を表示します。
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random-detect exponential-weighting-constant
キューの平均キュー サイズ計算のための Weighted Random Early Detection（WRED）指数加重係数を
設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで random-detect
exponential-weighting-constant コマンドを使用します。クラス用に確保されるキューの平均キュー
サイズ計算のための指数加重係数を設定するには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
モードで random-detect exponential-weighting-constant コマンドを使用します。値をデフォルトに
戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

random-detect exponential-weighting-constant exponent
no random-detect exponential-weighting-constant

シンタックスの説明

exponent

コマンドのデフォルト

デフォルトの指数加重係数は 9 です。

コマンド モード

インターフェイスで使用されるインターフェイス設定

平均キュー サイズの計算で使用される 1 ～ 16 の指数。

ポリシー マップでクラス ポリシーの指定に使用される場合か、Modular Quality of Service （QoS）
Command-Line Interface（CLI）（MQC）で使用される場合の、ポリシー マップ クラス設定

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

B-246

リリース

変更点

11.1CC
12.0(5)T

このコマンドが追加されました。
このコマンドは、QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンド
として使用可能になりました。

12.0(5)XE

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合され、Versatile
Interface Processor（VIP）対応型 Cisco 7500 シリーズ ルータに実装され
ました。

12.1(5)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合され、VIP 対応型 Cisco
7500 シリーズ ルータに実装されました。

12.2(33)SRA
12.2(31)SB

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco 10000 シ
リーズ ルータに実装されました。

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

WRED は輻輳回避メカニズムで、輻輳が発生しているときにランダムにパケットをドロップして、ト
ラフィックを低速にします。WRED サービスの平均キュー サイズ計算に使用される指数を変更するに
は、このコマンドを使用します。クラス用に確保されるキューの平均キュー サイズ計算の指数加重係
数を設定する場合にも、このコマンドを使用できます。
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例

次に、class1 という名前のクラスに対するポリシーの指定が含まれる、policy1 という名前のポリシー
マップを設定する例を示します。輻輳の場合、テール ドロップではなく、WRED のパケット ドロップ
が使用されます。class1 のキューの平均キュー サイズ計算に使用される加重係数は 12 です。
! The following commands create the class map called class1:
class-map class1
match input-interface FE0/1
! The following commands define policy1 to contain policy specification for class1:
policy-map policy1
class class1
bandwidth 1000
random-detect
random-detect exponential-weighting-constant 12

次に、int10 という名前のトラフィック クラスでポリシーを設定し、指数加重係数を 12 に設定する例
を示します。これは、トラフィック クラス int10 のキューの平均キュー サイズ計算に使用される加重
係数です。トラフィック クラス int10 の輻輳回避には、テール ドロップではなく WRED パケット ド
ロップが使用されます。
policy-map policy12
class int10
bandwidth 2000
random-detect exponential-weighting-constant 12

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth（ポリシー マップ ク

ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅を指定
または変更します。

ラス）

exponential-weighting-constant

WRED 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。

fair-queue（class-default）

デフォルト クラス ポリシーの一部として class-default クラスで
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。

precedence

VC バンドルまたは PVC バンドルに割り当てることができ、し
たがって、そのバンドルのすべてのメンバーに適用される、VC
クラスまたは PVC クラスの precedence レベルを設定します。
precedence （WRED グループ） 特定の IP Precedence に対して WRED グループを設定します。
random-detect dscp
DSCP 値の最小と最大のパケットしきい値を変更します。
random-detect precedence
特定の IP Precedence の WRED パラメータと DWRED パラメー
タを設定します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの
設定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべての
クラスの設定を表示します。

show policy-map interface

指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対
して設定されている、全クラスの設定を表示するか、または、
インターフェイス上の特定の PVC に対するサービス ポリシーの
クラスを表示します。

show queue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内のパケットの内容
を表示します。

show queueing

設定されているすべてのまたは選択されたキュー戦略を表示し
ます。
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random-detect precedence-based
パケットの precedence の値で Weighted Random Early Detection（WRED）を基にする場合は、ポリ
シー マップ クラス コンフィギュレーション モードで random-detect precedence-based コマンドを使
用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

random-detect precedence-based
no random-detect precedence-based

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンドのデフォルト

WRED はデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(28)S
12.2(28)SB
12.4(20)T

このコマンドが追加されました。(as random-detect prec-based)

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドは、ポリシー マップで、random-detect precedence-based
コマンドに置き換えられました。

random-detect precedence-based コマンドでは、WRED はパケットの IP precedence の値に基づきます。
random-detect precedence コマンドを設定する前に、random-detect precedence-based コマンドを
使用します。
ポリシー マップを設定する場合は、random-detect precedence コマンドを使用します。

例

次に、パケットの precedence の値に基づいたランダム検出の例をしまします。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 80
Router(config-pmap-c)# random-detect precedence-based
Router(config-pmap-c)# random-detect precedence 2 500 ms 1000 ms
Router(config-pmap-c)# exit
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関連コマンド

コマンド

説明

random-detect
random-detect
precedence

WRED または DWRED をイネーブルにします。
特定の IP precedence に対する WRED パラメータと DWRED パラメータ
を設定します。クラス ポリシーの特定の IP precedence に対する WRED
パラメータを、ポリシーマップで設定します。
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recovered-clock slave
アウトオブバンド クロック リカバリを設定するには、recovered-clock slave コマンドを使用します。
このコマンドにより、virtual-cem インターフェイスが自動的に作成されます。virtual-cem インター
フェイスにアクセスするには、interface virtual-cem 0/24 コマンドを使用します。この機能をディ
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

recovered-clock slave
no recovered-clock slave

デフォルト

デフォルトの設定はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

次に、recovered-clock slave コマンドを使用し、virtual-cem インターフェイスを設定する例を示します。

例

Router# config t
Router(config)# recovered-clock slave
Router(config-if)# interface virtual-cem 0/24
Router(config-if)# payload-size 486
Router(config-if)# cem 0
Router(config-if)# xconnect 10.10.10.2 7600 encap mpls
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

B-250

コマンド

説明

recovered-clock recovered

アダプティブ クロック リカバリを設定します。
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recovered-clock recovered
recovered-clock recovered コマンドを使用すると、CEM インターフェイスで、インバンド疑似回線
ベースのアクティブ クロック リカバリを設定できます。この機能をディセーブルにするには、このコ
マンドの no 形式を使用します。

recovered-clock recovered adaptive cem subslot-number port-number cem-group-number
no recovered-clock recovered adaptive cem subslot-number port-number
cem-group-number

シンタックスの説明

adaptive
cem
subslot-number
port-number
cem-group-number

クロック リカバリ タイプを指定します。
リカバリ クロックの Circuit Emulation（CEM; 回線エミュレーション）イ
ンターフェイスを指定します。
再生クロックの CEM インターフェイスのサブスロット。
再生クロックの CEM インターフェイスのポート番号。
クロックが適用される CEM グループ。

デフォルト

デフォルトの設定はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

アダプティブ クロック リカバリの詳細については、「クロッキングとタイミングの設定」（P.4-17）を
参照してください。

例

次に、recovered-clock recovered コマンドの使用例を示します。
Router# config t
Router(config)# recovered-clock recovered adaptive cem 0 0 0
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

recovered-clock slave

アウトオブバンド クロック リカバリを実行できます。
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router bgp
BGP ルーティング プロセスを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで router
bgp コマンドを使用します。ルーティング プロセスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

router bgp autonomous-system-number
no router bgp autonomous-system-number

シンタックスの説明

autonomous-system-number

他の BGP ルータに対するルータを指定し、同時に渡されるルー
ティング情報のタグ付けをする、オートノマス システムの番号。
番号の範囲は 1 ～ 65535 です。
オートノマス システムの番号形式の詳細については、「使用上のガ
イドライン」セクションを参照してください。

コマンドのデフォルト

BGP ルーティング プロセスは、デフォルトでは設定されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.2(25)SG
12.2(33)SRA
12.2(31)SB2
12.2(33)SRB
12.2(14)SX
12.2(33)SB
12.0(32)S12

このコマンドが追加されました。

12.0(32)SY8

このコマンドが変更されました。asplain 表記と asdot 表記の 4 バイト オー
トノマス システム番号のサポートが追加されました。

12.4(24)T

このコマンドが変更されました。asdot 表記だけの 4 バイト オートノマス
システム番号のサポートが追加されました。

Cisco IOS XE
Release 2.3
12.2(33)SXI1

このコマンドが変更されました。asdot 表記だけの 4 バイト オートノマス
システム番号のサポートが追加されました。

12.0(33)S3

このコマンドが変更されました。asplain 表記のサポートが追加され、4 バ
イト オートノマス システム番号のデフォルトが asplain になりました。

Cisco IOS XE Release
2.4
12.4(20)MR

このコマンドが変更されました。asplain 表記のサポートが追加され、4 バ
イト オートノマス システム番号のデフォルトが asplain になりました。
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)SG に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合されました。
このコマンドが変更されました。IPv6 のサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)SX に統合されました。
このコマンドが変更されました。IPv6 のサポートが追加されました。
このコマンドが変更されました。asdot 表記だけの 4 バイト オートノマス
システム番号のサポートが追加されました。

このコマンドが変更されました。asplain 表記と asdot 表記の 4 バイト オー
トノマス システム番号のサポートが追加されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

このコマンドを使用すると、オートノマス システム間でのルーティング情報のループなしのやり取り
が自動的に保証される、分散ルーティング コアを設定できます。

2009 年 1 月よりも前には、RFC 4271、A Border Gateway Protocol 4（BGP-4; ボーダー ゲートウェイ
プロトコル 4）で説明されているように、事業者に割り当てられていたオートノマス システムの番号
は、1 ～ 65535 の範囲にある 2 オクテットの番号でした。オートノマス システム番号の需要の増加に
伴い、Internet Assigned Number Authority（IANA）では、2009 年 1 月に、65536 ～ 4294967295 の
範囲にある 4 オクテットのオートノマス システム番号の割り当てを開始しました。RFC 5396「Textual
Representation of Autonomous System (AS) Numbers 」では、オートノマス システム番号を表す 3 つの
方式について文書化しています。シスコでは、次の 2 つの方式を実装しています。
• Asplain：2 バイトと 4 バイトの両方のオートノマス システム番号が、その 10 進数の値によって表
される、10 進数の値での表記。たとえば、65526 は 2 バイトのオートノマス システム番号で、
234567 は 4 バイトのオートノマス システム番号です。
• Asdot：2 バイトのオートノマス システム番号が、その 10 進数での値で表され、4 バイトのオート
ノマス システム番号がドット付き表記で表される、オートノマス システムのドット表記。たとえ
ば、65526 は 2 バイトのオートノマス システム番号で、1.169031（10 進数の 234567 のドット付
き表記）は 4 バイトのオートノマス システム番号です。
オートノマス システム番号の 3 つ目の方式の詳細については、RFC 5396 を参照してください。

Asdot だけのオートノマス システム番号の形式
Cisco IOS Release 12.0(32)S12、12.4(24)T、Cisco IOS XE Release 2.3、およびそれ以降のリリースで
は、1.10 または 45000.64000 など、4 オクテット（4 バイト）のオートノマス システム番号が、asdot
表記だけで入力され、表示されます。4 バイトのオートノマス システム番号に一致する正規表現を使用
する場合、asdot 形式には、正規表現の特殊文字であるピリオド文字が含まれます。正規表現一致に問
題が発生しないよう、1\.14 などのように、バックスラッシュ文字を、ピリオド文字の前に入力する必
要があります。表 10 に、2 バイトと 4 バイトのオートノマス システム番号が設定され、正規表現一致
が行われ、asdot 形式だけが使用できる Cisco IOS イメージで show コマンドの出力によって表示され
る形式を示します。
表 10

Asdot 形式だけの 4 バイト オートノマス システム番号

形式

設定の形式

Show コマンドの出力と正規表現一致形式

asdot

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：1.0 ～ 65535.65535

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：1.0 ～ 65535.65535

デフォルトの Asplain 形式のオートノマス システム番号
シスコでの 4 バイト オートノマス システム番号は、Cisco IOS Release 12.0(32)SY8、12.2(33)SXI1、
12.0(33)S3、Cisco IOS XE Release 2.4、およびそれ以降で、オートノマス システム番号のデフォルト
表示形式として、asplain を使用しています。ただし、ユーザは、asplain 形式と asdot 形式の両方で、
4 バイト オートノマス システム番号を設定できます。さらに、正規表現に一致する 4 バイト オートノ
マス システム番号のデフォルト形式が asplain の場合、4 バイト オートノマス システム番号に一致する
すべての正規表現が、asplain 形式で表記されていることを確認します。デフォルトの show コマンド
の出力を、asdot 形式の 4 バイト オートノマス システム番号に変更する場合、ルータ コンフィギュ
レーション モードで bgp asnotation dot コマンドを使用します。デフォルトとして asdot 形式がイ
ネーブルの場合、4 バイト オートノマス システム番号に一致する正規表現は、asdot 形式を使用して表
記する必要があります。これ以外の場合、正規表現一致に失敗します。asplain 形式または asdot 形式
のいずれかで 4 バイト オートノマス システム番号を設定できるが、1 つの形式だけを使用して show コ
マンドの出力が表示され、正規表現に一致する 4 バイト オートノマス システム番号が制御される場合、
デフォルトは asplain 形式であることを、表 11 と 表 12 に示します。show コマンドの出力で 4 バイト
オートノマス システム番号を表示し、asdot 形式で正規表現一致を制御するには、bgp asnotation dot
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コマンドを設定する必要があります。bgp asnotation dot コマンドをイネーブルにした後で、clear ip
bgp * コマンドを入力することによって、すべての BGP セッションでハード リセットを開始する必要
があります。

（注）

4 バイト オートノマス システム番号をサポートするイメージにアップグレードする場合でも、2 バイト
オートノマス システム番号もサポートできます。4 バイト オートノマス システム番号で設定されてい
る形式に関係なく、2 バイト オートノマス システム番号では、show コマンドの出力と正規表現一致は
変更されず、asplain（10 進数の値）形式のままです。
表 11

デフォルトの Asplain 形式の 4 バイト オートノマス システム番号

形式

設定の形式

Show コマンドの出力と正規表現一致形式

asplain

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：65536 ～ 4294967295

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：65536 ～ 4294967295

asdot

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：1.0 ～ 65535.65535

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：65536 ～ 4294967295

表 12

Asdot 形式の 4 バイト オートノマス システム番号

形式

設定の形式

Show コマンドの出力と正規表現一致形式

asplain

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：65536 ～ 4294967295

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：1.0 ～ 65535.65535

asdot

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：1.0 ～ 65535.65535

2 バイト：1 ～ 65535
4 バイト：1.0 ～ 65535.65535

確保済みのプライベート オートノマス システム番号

Cisco IOS Release 12.0(32)S12、12.0(32)SY8、12.2(33)SXI1、12.4(24)T、Cisco IOS XE Release 2.3
およびそれ以降のリリースでは、シスコ実装の BGP は、RFC 4893 をサポートします。BGP が、2 バ
イト オートノマス システム番号から 4 バイト オートノマス システム番号への段階的な移行をサポート
できるようにするため、RFC 4893 が開発されました。
（注）

新たに確保済みの（プライベートな）オートノマス システム番号の 23456 が、RFC 4893 によって作
成され、この番号は、Cisco IOS CLI で、オートノマス システム番号として設定できません。

RFC 5398「Autonomous System (AS) Number Reservation for Documentation Use」では、文書化の目
的で、新たに確保されたオートノマス システム番号について説明しています。設定がそのままコピー
される場合に、新たに確保された番号を使用すると、正確に文書化された設定例を使用でき、稼動中の
ネットワークとの重複を避けることができます。確保された番号は、IANA オートノマス システム番
号登録に文書化されています。確保された 2 バイトのオートノマス システム番号は連続ブロック
64496 ～ 64511 にあり、確保された 4 バイトのオートノマス システム番号は、65536 ～ 65551 に含ま
れます。
プライベートな 2 バイトのオートノマス システム番号は 64512 ～ 65534 の範囲で有効で、65535 が特
別な目的用に別途確保されています。プライベートなオートノマス システム番号は、内部ルーティン
グ ドメインで使用できますが、インターネット外に送信されるトラフィックのために変換する必要が
あります。BGP は、外部ネットワークに対する通知用プライベート オートノマス システム番号として
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設定すべきではありません。Cisco IOS ソフトウェアでは、デフォルトで、ルーティング アップデート
からプライベートなオートノマス システム番号は削除されません。ISP では、プライベートなオートノ
マス システム番号をフィルタ処理することを推奨します。

（注）

パブリック ネットワークとプライベート ネットワークでのオートノマス システム番号の割り当ては、
IANA によって管理されます。確保された番号の割り当てを含む、オートノマス システム番号の詳細
について、また、オートノマス システム番号の登録を適用するには、次の URL を参照してください。

http://www.iana.org/

例

次に、オートノマス システム 45000 に BGP プロセスを設定し、2 バイト オートノマス システム番号
を使用して異なるオートノマス システムで 2 つの外部 BGP ネイバーを設定する例を示します。
router bgp 45000
neighbor 192.168.1.2 remote-as 40000
neighbor 192.168.3.2 remote-as 50000
neighbor 192.168.3.2 description finance
!
address-family ipv4
neighbor 192.168.1.2 activate
neighbor 192.168.3.2 activate
no auto-summary
no synchronization
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family

次に、オートノマス システム 65538 に BGP プロセスを設定し、asplain 表記の 4 バイト オートノマス
システム番号を使用して異なるオートノマス システムで 2 つの外部 BGP ネイバーを設定する例を示し
ます。この例は、Cisco IOS Release 12.0(32)SY8、12.2(33)SXI1、12.0(33)S3、Cisco IOS XE Release
2.4、およびそれ以降のリリースでサポートされます。
router bgp 65538
neighbor 192.168.1.2 remote-as 65536
neighbor 192.168.3.2 remote-as 65550
neighbor 192.168.3.2 description finance
!
address-family ipv4
neighbor 192.168.1.2 activate
neighbor 192.168.3.2 activate
no auto-summary
no synchronization
network 172.17.1.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family

次に、オートノマス システム 1.2 に BGP プロセスを設定し、asdot 表記の 4 バイト オートノマス シス
テム番号を使用して異なるオートノマス システムで 2 つの外部 BGP ネイバーを設定する例を示します。
router bgp 1.2
neighbor 192.168.1.2 remote-as 1.0
neighbor 192.168.3.2 remote-as 1.14
neighbor 192.168.3.2 description finance
!
address-family ipv4
neighbor 192.168.1.2 activate
neighbor 192.168.3.2 activate
no auto-summary
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関連コマンド

コマンド

説明

bgp asnotation dot

デフォルトの表示を変更し、BGP 4 バイト オートノマス システム
番号の正規表現一致形式を、asplain（10 進数の値）からドット付き
表記にします。

neighbor remote-as

BGP またはマルチプロトコル BGP ネイバー テーブルにエントリを
追加します。

network（BGP およびマルチ BGP ルーティング プロセスのネットワークのリストを指定します。
プロトコル BGP）
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router isis
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）ルーティング プロトコルをイネーブルにし、
IS-IS プロセスを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで router isis コマンドを
使用します。IS-IS ルーティングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

router isis area-tag
no router isis area-tag

シンタックスの説明

area-tag

ルーティング プロセスを表す名前。指定されていない場合、ヌル タ
グがあると見なされ、プロセスは、ヌル タグで参照されます。この
名前は、該当するルータのすべての IP または Connectionless
Network Service（CLNS; コネクションレス型ネットワーク サービ
ス）ルータ プロセスで、固有な名前である必要があります。
マルチエリア IS-IS 設定で必須です。従来の IS-IS 設定ではオプ
ションです。

デフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.0(5)T

このコマンドが追加されました。

12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.2SX

12.4(20)MR

マルチエリア機能が追加され、tag 引数（現在は area-tag）の使用方法が変
更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

このコマンドは、エリアのルーティングをイネーブルにする場合に使用されます。エリアのエリア ア
ドレスとルータのシステム ID を指定するには、適切な Network Entity Title（NET）を設定する必要が
あります。隣接ノードを確立し、ダイナミック ルーティングが可能になる前に、1 つまたは複数のイン
ターフェイスでルーティングをイネーブルにする必要があります。

IS-IS を実行中で、少なくとも 1 つの International Standards Organization Interior Gateway Routing
Protocol（ISO-IGRP）プロセスがある場合、IS-IS プロセスと ISO-IGRP プロセスの両方を、エリア
タグなしで設定できません。ヌル タグは、1 つのプロセスだけで使用できます。ISO-IGRP および
IS-IS を実行している場合、IS-IS にヌル タグを使用できますが、同時に ISO-IGRP では使用できませ
ん。ただし、IS-IS マルチエリア設定の各エリアには、エリアの識別を可能にするために、ヌルではな
いタグを存在させる必要があります。

IS-IS ルーティング プロセスを 1 つだけ設定すると、レベル 2（エリア間）ルーティングを実行できま
す。このプロセスを設定すると、レベル 1（エリア間）ルーティングを同時に実行できます。最大で
29 までの追加プロセスを、レベル 1 だけのプロセスとして設定できます。いずれかのプロセスでレベ
ル 2 ルーティングが設定されている場合、すべての追加プロセスが自動的にレベル 1 プロセスとして設
定されます。
関連付けられているルーティング プロセスでレベル 1 とレベル 2 の両方のルーティングが実行されて
いる場合を除き、1 つのインターフェイスは、複数エリアの一部にはなれません。サブインターネット
がサポートされる WAN メディアなどのメディアでは、異なるサブインターフェイスを異なるエリアに
設定できます。
該当するエリアでレベル 2 ルーティングが必要ではない場合は、is-type コマンドを使用してレベル 2
を削除します。これで、他の一部のルータ インスタンスで、レベル 2 ルーティングをイネーブルにで
きます。

IS-IS インスタンス間の明示的な再配布は、禁止されています（パーサーによって防止されています）。
つまり、別の IS-IS ルータ インスタンスのコンテキストでは、redistribute isis area-tag コマンドは発
行できません（router isis area-tag）。他のいずれかのルーティング プロトコルのルーティング プロト
コルから特定の領域への再配布は可能で、Cisco IOS ソフトウェア Release 12.0 のように、
redistribute コマンドと route map コマンドを使用してルータ インスタンスごとに設定されます。デ
フォルトでは、レベル 2 に再配布されます。
複数のレベル 1 エリアが定義されている場合、Target Address Resolution Protocol（TARP）は次のよ
うに動作します。

• レベル 2 エリアの Network Service Access Point（NSAP; ネットワーク サービス アクセス ポイン
ト）がある場合、ローカルに割り当てられるターゲット識別名により、これが取得されます。

• TARP 設定（"tarp run"）での設定に示されているように、Level 1 エリアだけが設定されている場
合、ルータでは、最初にアクティブなレベル 1 エリアの NSAP が使用されます（レベル 1 エリア
は、大文字が先、小文字が後の順序で、タグ名によって英数字順にソートされます。たとえば、
AREA-1 は AREA-2 の先になり、AREA-2 は area-1 の先になります。）。TARP の実行後に新しい
レベル 1 エリアが設定に追加された場合、リロード後にターゲット識別名 NSAP を変更できるこ
とに注意してください。

• ルータでは、このルータに対する、タイプ 1 とタイプ 2 のすべての Protocol Data Unit（PDU; プロ
トコル データ ユニット）を処理し続けることができます。指定されたターゲット識別名が、ロー
カル ターゲット識別名キャッシュにある場合、タイプ 1 PDU はローカルに処理されます。これ以
外の場合、これらは、同じレベル 1 エリアにあるすべてのインターフェイスに対して "propagated"
（経路選択）されます （同じエリアは、入力インターフェイスに設定されているエリアとして定義
されます）。

• 指定されたターゲット識別名が、ローカル ターゲット識別名キャッシュにある場合、タイプ 2
PDU はローカルに処理されます。これ以外の場合、TARP がイネーブルのすべてのインターフェ
イス（レベル 1 または レベル 2 のすべてのエリア）経由で送信されます。PDU のソースが異なる
エリアからのものの場合、その情報も、ローカル ターゲット識別名キャッシュに追加されます。
タイプ 2 PDU は、隣接関係にあるすべてのスタティックなルータ経由で送信されます。
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• タイプ 4 PDU（ローカル発信に変更）は、（内部的に "Level 1-2" として処理されるため）レベル
1 とレベル 2 のすべてのエリアに送信されます。
• タイプ 3 と 5 の PDU のルーティングは継続されます。
• スタティック NSAP がこのルータのレベル 1 エリアの 1 つにある場合、タイプ 1 PDU は隣接関係
のレベル 1 ルータ経由だけで送信されます。

router isis コマンドの入力後、パスの最大番号を入力できます。1 ～ 32 のパスが存在する可能性があ
ります。

例

次に、システム ID 0000.0000.0002 およびエリア ID 01.0001 で IP ルーティングのために IS-IS を設定
し、イーサネット インターフェイス 0 およびシリアル インターフェイス 0 での隣接関係の形成が、
IS-IS でイネーブルにされる例を示します。イーサネット インターフェイス 0 に割り当てられている IP
プレフィクスは、他の IS-IS ルータに通知されます。
router isis tag1
net 01.0001.0000.0000.0002
is-type level-1
!
interface ethernet 0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip router isis
!
interface serial 0
ip unnumbered ethernet0
ip router isis

次に、オプションの area-tag 引数で IS-IS ルーティングを開始する例を示します。ここでは、CISCO
が、area-tag 引数の値です。
router isis CISCO

次に、Finance という名前のプロセスに IP ルーティングとして IS-IS を指定し、Finance プロセスが、
イーサネット インターフェイス 0 およびシリアル インターフェイス 0 でルーティングされる例を示し
ます。
router isis Finance
net 49.0001.aaaa.aaaa.aaaa.00
interface Ethernet 0
ip router isis Finance
interface serial 0
ip router isis Finance

次に、maximum-paths オプションの用途について説明します。
router isis
maximum-paths?
20
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関連コマンド

コマンド

説明

clns router isis

インターフェイス上で ISO CLNS の IS-IS ルーティングをイネーブルにし、
エリア デジグネータをルーティング プロセスに付加します。

ip router isis

インターフェイス上で IP の IS-IS ルーティングを設定し、エリア デジグ
ネータをルーティング プロセスに付加します。

net

ルーティング プロセスで IS-IS NET を設定します。

redistribute（IP）

1 つのルーティング ドメインから別のルーティング ドメインにルートを再
配布します。

route-map（IP）

1 つのプロトコルから別のプロトコルにルートを再配分する条件を定義し
ます。
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router ospf
Open Shortest Path First（OSPF）ルーティング プロセスを設定するには、グローバル コンフィギュ
レーション モードで router ospf コマンドを使用します。OSPF ルーティング プロセスを終端させるに
は、このコマンドの no 形式を使用します。

router ospf process-id [vrf vpn-name]
no router ospf process-id [vrf vpn-name]

シンタックスの説明

process-id

vrf vpn-name

OSPF ルーティング プロセス用の内部使用識別パラメータ。ローカ
ルに割り当てられ、任意の正の整数のいずれかになります。各
OSPF ルーティング プロセスに割り当てられる固有値。
（任意）OSPF VRF プロセスに関連付ける目的で、VPN Routing and
Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）の名前を指定し
ます。

デフォルト

OSPF ルーティング プロセスは定義されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.0(7)T
12.0(9)ST
12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

VPN を識別するため、vrf 引数と vpn-name 引数が追加されました。
vrf キーワードと vpn-name 引数が追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

各ルータで複数の OSPF ルーティングを指定できます。

router ospf コマンドの入力後、パスの最大番号を入力できます。1 ～ 32 のパスが存在する可能性があ
ります。
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次に、OSPF ルーティング プロセスを設定し、プロセス番号 109 を割り当てる例を示します。

例

Router(config)# router ospf 109

次に、router ospf コマンドを使用して 1 番目、2 番目、3 番目の VRF の OSPF VRF インスタンス プ
ロセスを設定する、基本 OSPF 設定例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 12 vrf first
Router(config)# router ospf 13 vrf second
Router(config)# router ospf 14 vrf third
Router(config)# exit

次に、maximum-paths オプションの用途について説明します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf
Router(config-router)# maximum-paths?
Router(config-router)# 20
Router(config-router)# exit

関連コマンド

B-262

コマンド

説明

network area

OSPF が実行され、そのインターフェイスのエリア ID が定義される、イン
ターフェイスを定義します。
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service-policy
入力インターフェイス、仮想回線（VC）、出力インターフェイス、または、インターフェイスか VC の
サービス ポリシーとして使用される VC に、ポリシー マップを付加するには、適切なコンフィギュ
レーション モードで service-policy コマンドを使用します。入力インターフェイス、出力インター
フェイス、入力 VC、出力 VC からサービス ポリシーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用
します。

service-policy [type access-control] {input | output} policy-map-name
no service-policy [type access-control] {input | output} policy-map-name

シンタックスの説明

type access-control
input

該当するプロトコル スタックで検索する完全一致パターンを決定します。
指定されたポリシー マップを、入力インターフェイスまたは入力 VC に付
加します。

output

指定されたポリシー マップを、出力インターフェイスまたは出力 VC に付
加します。

policy-map-name

付加されるサービス ポリシー マップ（policy-map コマンドを使用して作
成）の名前。英数字で最大 40 字の名前を指定できます。

コマンドのデフォルト

サービス ポリシーは指定されていません。
コントロール ポリシーは、コンテキストには適用されません。
ポリシー マップは付加されません。

コマンド モード

ATM bundle-VC コンフィギュレーション（config-atm-bundle）
ATM PVP コンフィギュレーション（config-if-atm-l2trans-pvp）
ATM VC モード（config-if-atm-vc）
グローバル コンフィギュレーション（config）
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
Map-class コンフィギュレーション（config-map-class）
PVC-in-range コンフィギュレーション（cfg-if-atm-range-pvc）
PVC 範囲サブインターフェイス設定（config-subif）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)T
12.0(5)XE
12.0(7)S
12.0(17)SL
12.1(1)E
12.1(2)T

このコマンドが追加されました。

12.2(14)SX

このコマンドのサポートが Cisco 7600 シリーズ ルータに実装されました。こ
のコマンドは、出力ポリシー マップをサポートするよう、変更されました。

12.2(15)BX

このコマンドが ESR-PRE2 に実装されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(7)S に統合されました。
このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(1)E に統合されました。
このコマンドは、フレーム リレー VC で低遅延キューイング（LLQ）をイ
ネーブルにするよう、変更されました。
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リリース

変更点

12.2(17d)SXB

このコマンドは Supervisor Engine 2 で実装され、Cisco IOS Release
12.2(17d)SXB に統合されました。

12.2(33)SRA
12.4(2)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドは、ATM VC 範囲の ATM VC でポリシー マップ機能を拡張
するため、PVC 範囲サブインターフェイス コンフィギュレーション モード
と PVC-in-range コンフィギュレーション モードをサポートするよう、変
更されました。

12.4(4)T

Flexible Packet Matching（FPM）をサポートするため、type stack キー
ワードと type control キーワードが追加されました。

12.2(28)SB

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合され、Cisco 10000 シ
リーズ ルータに実装されました。

12.2(31)SB2
12.3(7)XI2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合されました。

12.2(18)ZY

12.2(33)SRC
12.2(33)SB

このコマンドは、Cisco 10000 シリーズ ルータと Cisco 7200 シリーズ ルー
タで PVC 範囲コンフィギュレーション モードと PVC-in-range コンフィ
ギュレーション モードをサポートするよう、変更されました。

type stack キーワードと type control キーワードが、Programmable
Intelligent Services Accelerator（PISA）に搭載されている Catalyst 6500
シリーズ スイッチの Cisco IOS Release 12.2(18)ZY に統合されました。
このコマンドのサポートが Cisco 7600 シリーズ ルータで拡張されました。
このコマンドの動作が変更され、PRE3 用と PRE4 用の Cisco 10000 シリー
ズ ルータに実装されました。

Cisco IOS XE
Release 2.3
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドは、ATM PVP コンフィギュレーション モードをサポートす
るよう、変更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

次のように、コマンドで意図されている用途に従って、コマンド モードを選択します。
説明

モード

独立型 VC

VC サブモード

ATM VC バンドル メンバー

Bundle-VC コンフィギュレーション

ATM PVC の範囲

PVC 範囲サブインターフェイス コンフィギュ
レーション

PVC 範囲内の個別の PVC

PVC-in-range コンフィギュレーション

フレーム リレー VC

Map-class コンフィギュレーション

1 つまたは複数のインターフェイスや、1 つまたは複数の VC に、1 つのポリシー マップを付加し、
これらのインターフェイスまたは VC にサービス ポリシーを指定できます。
クラスベース WFQ（CBWFQ）。ポリシー マップに含まれるクラス ポリシーは、そのクラスのクラス
マップの一致基準を満たすパケットに適用されます。
インターフェイスまたは ATM VC にポリシー マップを正常に付加するには、ポリシー マップに含まれ
るクラスに設定されている最小帯域幅の集約値が、インターフェイス帯域幅または VC に割り当てられ
ている帯域幅の 75% 以下である必要があります。
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例

次に、ポリシー マップをギガビット イーサネットに付加する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 0/2
Router(config-if)# service-policy input pmap1

次に、"policy9" という名前のサービス ポリシー マップを、"cisco" という名前の出力 PVC に付加する
例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# pvc cisco 0/5
Router(config-if-atm-vc)# service-policy output policy9
Router(config-if-atm-vc)# vbr-nt 400 200 500

関連コマンド

コマンド

説明

class-map

QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードにアクセスし、QoS ク
ラス マップを設定します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、また
は、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示し
ます。

show policy-map
interface

指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対して設定さ
れている、全クラスの設定を表示するか、または、インターフェイス上の
特定の PVC に対するサービス ポリシーのクラスを表示します。
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service-policy（クラス マップ）
ポリシー マップをクラスに付加するには、クラス マップ コンフィギュレーション モードで

service-policy コマンドを使用します。クラスからサービス ポリシーを削除するには、このコマンドの
no 形式を使用します。

service-policy policy-map
no service-policy

シンタックスの説明

policy-map

コマンドのデフォルト

サービス ポリシーは指定されていません。

コマンド モード

クラスマップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(2)T
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

付加されるサービス ポリシー マップ（policy-map コマンドを使用して作
成）の名前。英数字で最大 40 字の名前を指定できます。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされまし
た。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機
能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより
異なります。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

1 つまたは複数のクラスに 1 つのポリシー マップを付加し、これらのクラスにサービス ポリシーを指
定できます。このコマンドは、出力インターフェイスだけで使用可能であると見なされます。

例

次の例では、cust1-classes、cust2-classes、cust-policy の 3 つのポリシー マップが定義されます。ポリ
シー マップ cust1-classes と cust2-classes には、gold、silver、bronze の 3 つのクラスが定義されます。

cust1-classes では、帯域幅の 50% を使用するよう、gold が設定されます。silver は、帯域幅の 20 % を
使用するよう設定され、bronze は帯域幅の 15 % を使用するよう設定されます。
cust2-classes では、帯域幅の 30 % を使用するよう、gold が設定されます。silver は、帯域幅の 15% を
使用するよう設定され、bronze は帯域幅の 10 % を使用するよう設定されます。
ポリシー マップ cust-policy では、384 kbps の平均レート シェーピングが指定され、cust1-classes とい
う名前のサービス ポリシーが cust1-classes という名前のポリシー マップに割り当てられます。ポリ
シー マップ cust-policy では、512 kbps のピーク レート シェーピングが指定され、cust2-classes とい
う名前のサービス ポリシーが cust2-classes という名前のポリシー マップに割り当てられます。

cust1-classes に対してクラスを設定するには、次のコマンドを使用します。
Router(config)# policy-map cust1-classes
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Router(config-pmap)# class gold
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 50
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class silver
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class bronze
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 15

cust2 に対してクラスを設定するには、次のコマンドを使用します。
Router(config)# policy-map cust2-classes
Router(config-pmap)# class gold
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 30
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class silver
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 15
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class bronze
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 10

cust1-classes、cust2-classes、および QoS 機能でカスタマー ポリシーを定義するには、次のコマンド
を使用します。
Router(config)# policy-map cust-policy
Router(config-pmap)# class cust1
Router(config-pmap-c)# shape average 38400
Router(config-pmap-c)# service-policy cust1-classes
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class cust2
Router(config-pmap-c)# shape peak 51200
Router(config-pmap-c)# service-policy cust2-classes
Router(config-pmap-c)# interface e1 0/2
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# exit
Router(config)# interface e10/0
Router(config-if)# service out cust-policy

関連コマンド

コマンド

説明

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、ま
たは、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示
します。
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service-policy（ポリシー マップ クラス）
ポリシー マップ内で QoS ポリシーとしてサービス ポリシー（階層サービス ポリシーと呼ばれる）を使
用するには、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで service-policy コマンドを使用しま
す。ポリシー マップ内に QoS ポリシーとして存在する特定のサービス ポリシーをディセーブルにする
には、このコマンドの no 形式を指定します。

service-policy policy-map-name
no service-policy policy-map-name

シンタックスの説明

policy-map-name

コマンドのデフォルト

サービス ポリシーは使用されません。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(2)E
12.1(5)T
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

QoS ポリシーとして使用される事前定義済みのポリシー マップの名前
を指定します。英数字で最大 40 字の名前を指定できます。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされまし
た。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機
能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより
異なります。
このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで階層サービス ポリシーの作成に使
用されます。
このコマンドは、service-policy [input | output] policy-map-name インターフェイス コンフィギュ
レーション モードで使用されるコマンドとは異なります。service-policy [input | output]
policy-map-name の目的は、サービス ポリシーとインターフェイスに付加することです。
子ポリシーは、service-policy コマンドの使用によって新しいサービス ポリシーに関連付けられてい
る、事前定義済みのサービス ポリシーです。既存サービス ポリシーを使用する新しいサービス ポリ
シーは、親ポリシーです。
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このコマンドには、次の制約事項があります。

• set コマンドは、子ポリシーではサポートされません。
• priority コマンドは、親ポリシーと子ポリシーのいずれかで使用できますが、両方のポリシーで同
時に使用することはできません。

• shape コマンドは、親ポリシーと子ポリシーのいずれかで使用できますが、サブインターフェイス
上にある両方のポリシーで同時に使用することはできません。
• fair-queue コマンドは、親ポリシーに定義できません。
• 子ポリシーで bandwidth コマンドを使用する場合、bandwidth コマンドも親ポリシーで使用する
必要があります。デフォルト クラスを使用するポリシーの場合は、例外です。

例

次に、parent という名前のサービス ポリシーで、階層サービス ポリシーを作成する例を示します。
Router(config)# policy-map child
Router(config-pmap)# class voice
Router(config-pmap-c)# priority 500
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# policy-map parent
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# service-policy child

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth（ポリシー マップ クラス）

ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅
を指定または変更します。

fair-queue

トラフィック クラスでの使用のために確保されるキュー
の番号を指定します。

policy-map
priority

設定するサービス ポリシーの名前を指定します。

service-policy

インターフェイスに付加するサービス ポリシーの名前を
指定します。

shape

平均またはピークのトラフィック シェーピングのレート
を指定します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのク
ラスの設定、または、すべての既存ポリシー マップに対
するすべてのクラスの設定を表示します。

show policy-map interface

指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリ
シーに対して設定されている、全クラスの設定を表示する
か、または、インターフェイス上の特定の PVC に対する
サービス ポリシーのクラスを表示します。

ポリシー マップに属すトラフィックのクラスに、プライ
オリティを付与します。
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set atm-clp
ポリシー マップの設定時にセル損失率優先度（CLP）を設定するには、ポリシー マップ コンフィギュ
レーション モードで set atm-clp コマンドを使用します。特定の CLP ビットの設定を削除するには、
このコマンドの no 形式を使用します。

set atm-clp
no set atm-clp

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンドのデフォルト

Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）対応の ATM ネット
ワークを介して送信する際に、Cisco ルータによって IP パケットが ATM セルに変換される場合、CLP
ビットは自動的に 0 に設定されます。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(5)T
12.2(4)T

このコマンドが追加されました。

12.2(4)T2
12.2(33)SRA
12.2(31)SB

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco MGX RPM-PR カードを持つ Cisco MGX 8850 ス
イッチおよび MGX 8950 スイッチに実装されました。
このコマンドが Cisco 7500 シリーズに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco 10000 シ
リーズ ルータに実装されました。

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドをディセーブルにするには、インターフェイスからサービス ポリシーを削除します。

set atm-clp コマンドは、拡張 ATM ポート アダプタ（PA-A3）、T1 ポート 8 点付きの ATM IMA ポー
ト アダプタ（PA-A3-8T1IMA）、E1 ポート 8 点付きの ATM IMA ポート アダプタ（PA-A3-8E1IMA）
のいずれかをサポートするプラットフォームでのみ動作します。詳細については、使用しているルータ
のドキュメントを参照してください。
set atm-clp コマンドが含まれるポリシー マップは、出力ポリシーとしてのみ付加できます。set
atm-clp コマンドでは、送信元がルータのパケットはサポートされません。
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例

次に、set atm-clp コマンドを使用してポリシー マップで CLP ビットを設定する例を示します。
Router(config)# class-map ip-precedence
Router(config-cmap)# match ip precedence 0 1
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map atm-clp-set
Router(config-pmap)# class ip-precedence
Router(config-pmap-c)# set atm-clp
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface atm 1/0/0.1
Router(config-if)# service-policy output policy1

関連コマンド

コマンド

説明

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定
するためのポリシー マップを作成または変更します。

show atm pvc
show policy-map

すべての ATM PVC およびトラフィック情報を表示します。
インターフェイスのポリシー マップについての情報を表示します。
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set cos
発信パケットでレイヤ 2 サービス クラス（CoS）の値を設定するには、ポリシー マップ コンフィギュ
レーション モードで set cos コマンドを使用します。特定の CoS 値の設定を削除するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。

set cos {cos-value | from-field [table table-map-name]}
no set cos {cos-value | from-field [table table-map-name]}

シンタックスの説明

cos-value
from-field

0 ～ 7 の、特定の IEEE 802.1Q CoS 値。
パケットの CoS 値を設定するために使用される、特定の packet-marking
のカテゴリ。packet-marking 値のマッピングと変換でテーブル マップを使
用する場合、packet-marking カテゴリ "map from" が作成されます。
packet-marking カテゴリ キーワードは、次のとおりです。
• precedence
• dscp

table

（任意）指定されたテーブル マップに設定されている値が、CoS 値の設定
に使用されることを示します。

table-map-name

（任意）CoS 値の指定に使用されるテーブル マップの名前。英数字で最大
64 字のテーブル マップの名前を指定できます。

コマンドのデフォルト

発信パケットでは、CoS 値は設定されません。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(5)T
12.2(13)T

このコマンドが追加されました。
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このコマンドは、拡張パケット マーキングで、マッピング テーブル
（テーブル マップ）を使用して packet-marking の値を変換し、送信できる
よう、変更されました。

12.0(16)BX

このコマンドは、ESR-PRE2 用の Cisco 10000 シリーズ ルータに実装され
ました。

12.0(31)S
12.2(33)SRA
12.2(31)SB

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(31)S に統合されました。

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされまし
た。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機
能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより
異なります。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco 10000
シリーズ ルータに実装されました。
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使用上のガイドライン

CoS パケット マーキングは、シスコ エクスプレス フォワーディングのスイッチング パスでのみサポー
トされます。
スイッチに送信中のパケットにマーク付けをする場合、ルータによって set cos コマンドが使用される必
要があります。スイッチにより、CoS 値のマーキングを含む、レイヤ 2 ヘッダー情報を活用できます。

set cos コマンドは、インターフェイスの発信方向に付加されるサービス ポリシーでのみ、使用できま
す。インターフェイスで使用されるパケットは、CoS 値とともに設定できません。
match cos コマンドと set cos コマンドを併用すると、CoS マーキングに基づいて、ルータとスイッチ
が相互動作し、Quality of Service を提供できます。
スイッチにより、CoS 値がすでに一致および設定できるため、CoS 値の一致によってレベル 2 とレベ
ル 3 のマッピングを設定できます。ユーザ定義 QoS サービスを区別するようマーク付けする必要があ
るパケットが、ルータから出てスイッチに入る場合、スイッチではレイヤ 2 ヘッダーを処理できるた
め、ルータによりパケットの CoS 値を設定する必要があります。

拡張パケット マーキング機能でのこのコマンドの使用
このコマンドを、拡張パケット マーキング機能の一部として使用すると、CoS 値のマッピングと設定
に使用される packet-marking カテゴリ "from-field" を指定できます。packet-marking カテゴリ
"from-field" は、次のとおりです。

• Precedence
• Differentiated Service Code Point（DSCP）

"from-field" カテゴリを指定する場合で、table キーワードと該当する table-map-name 引数を指定しな
い場合、デフォルトのアクションは、CoS 値として "from-field" カテゴリに関連付けられている値がコ
ピーされます。たとえば、set cos precedence コマンドを設定する場合、Precedence 値がコピーされ、
CoS 値として使用されます。
DSCP マーキング カテゴリについても同様に実行できます。つまり、set cos dscp コマンドを設定で
き、DSCP 値がコピーされて、CoS 値として使用されます。
（注）

set cos dscp コマンドを設定する場合、DSCP フィールドの最初の 3 ビット（クラス セレクタ ビット）
だけが使用されます。

例

次の例では、異なるタイプのトラフィックに対して異なる CoS 値を割り当てるために、"cos-set" とい
う名前のポリシー マップが作成されます。この例では、"voice" という名前と "video-data" という名前
のクラス マップが作成されました。
Router(config)# policy-map cos-set
Router(config-pmap)# class voice
Router(config-pmap-c)# set cos 1
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class video-data
Router(config-pmap-c)# set cos 2
Router(config-pmap-c)# end

拡張パケット マーキングの例
次の例では、"policy-cos" という名前のポリシー マップが作成され、"table-map1" という名前のテー
ブル マップで定義されている値が使用されます。"table-map1" という名前のテーブル マップは、
table-map（値マッピング）コマンドで前に作成済みです。table-map（値マッピング）コマンドの詳
細については、table-map（値マッピング）コマンド ページを参照してください。
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set cos

この例では、CoS 値の設定は、"table-map1" に定義されている precedence 値に基づいています。
Router(config)# policy-map policy-cos
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# set cos precedence table table-map1
Router(config-pmap-c)# end

（注）

関連コマンド

QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モード でサービス ポリシーを作成し、インターフェイス
または ATM 仮想回線（VC）にサービス ポリシーを付加する場合、set cos コマンドを使用します。
サービス ポリシーの付加についての詳細は、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration
Guide』の「Modular Quality of Service Command-Line Interface Overview」の章を参照してください。

コマンド

説明

match cos
policy-map

レイヤ 2 CoS マーキングに基づいて、パケットを一致させます。

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力イン
ターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC
のサービス ポリシーとして使用します。

set dscp

ToS バイトにレイヤ 3 DSCP 値を設定することにより、パケットにマーク
付けします。

set precedence
show policy-map

show policy-map class
show policy-map
interface
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パケット ヘッダーで precedence 値を設定します。
指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、ま
たは、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示
します。
指定されたポリシー マップの指定されたクラスの設定を表示します。
指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対して設定さ
れている、全クラスの設定を表示するか、または、インターフェイス上の
特定の PVC に対するサービス ポリシーのクラスを表示します。
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set cos cos-inner（ポリシー マップ コンフィギュレーション）

set cos cos-inner（ポリシー マップ コンフィギュレー

ション）

QinQ-translated 発信パケットのトランク VLAN タグで 802.1Q プライオリティ ビットに、内部カスタ
マー エッジ VLAN タグからのプライオリティの値を設定するには、ポリシー マップ コンフィギュ
レーション モードで set cos cos-inner コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコ
マンドの no 形式を使用します。

set cos cos-inner
no set cos cos-inner

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンドのデフォルト

P ビットが、外部プロバイダー エッジ VLAN タグからコピーされます。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(18)SXD
12.2(33)SRA
12.4(20)MR

このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドがサポートされるのは、Optical Service Module（OSM）-2+4GE-WAN+ OSM モジュー
ルで設定されている Cisco 7600 シリーズ ルータ上のギガビット イーサネット WAN インターフェイス
上だけです。

OSM は、Supervisor Engine 32 で設定されている Cisco 7600 シリーズ ルータでは、サポートされま
せん。

802.1P プライオリティ ビットは、QoS 処理の目的で VLAN タグで使用されます。
ルータによりダブル タグ付き QinQ パケットが宛先インターフェイスにコピーされる場合、デフォル
トで、外部（プロバイダー）VLAN タグからの P ビットが使用されます。内部（カスタマー）VLAN
タグにある P ビットを確保するには、set cos cos-inner コマンドを使用します。

set cos cos-inner コマンドを有効にするには、mls qos trust コマンドを使用して、信頼済みインター
フェイスとして適切なインターフェイスまたはサブインターフェイスを設定する必要があります。これ
以外の場合、インターフェイスまたはサブインターフェイスは、デフォルトで、信頼されない状態にな
り、set cos cos-inner コマンドによって外部 VLAN タグにコピーできるようになるまで、レイヤ 2 イ
ンターフェイスでは、着信パケットの P ビットがゼロに設定されます。
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set cos cos-inner（ポリシー マップ コンフィギュレーション）

set cos cos-inner コマンドは、内部（カスタマー）VLAN で設定されているサブインターフェイスでの
み、サポートされます。bridge-domain（サブインターフェイス コンフィギュレーション）コマンド
で out-range キーワードが使用されているサブインターフェイスや、bridge-domain（サブインター
フェイス コンフィギュレーション）コマンドの形式で設定されていないサブインターフェイスでは、
set cos cos-inner コマンドはサポートされません。
メイン インターフェイスに適用されているポリシーで、set cos cos-inner コマンドを設定した場合、こ
の動作はそのまま残ります。set cos cos-inner コマンドは、特定の内部 VLAN で設定されているいサ
ブインターフェイスに影響を及ぼしますが、いずれの VLAN でも設定されていないサブインターフェ
イスまたは out-range キーワードで設定されているサブインターフェイスには、影響はありません。

次に、内部 VLAN タグからの P ビットが使用されている音声トラフィックに対して、ポリシー マップ
を設定する例を示します。

例

Router(config-cmap)# set cos cos-inner

次に、デフォルト ポリシー マップ クラスを設定し、そのデフォルト値をリセットする例を示します。
Router(config-cmap)# no set cos cos-inner

次に、bridge-domain（サブインターフェイス コンフィギュレーション）コマンドで設定されている
サブインターフェイスにポリシーを適用する場合に表示されるシステム メッセージの例を示します。
Router(config-if)# bridge-vlan 32 dot1q-tunnel out-range
Router(config-if)# service-policy output cos1
%bridge-vlan 32 does not have any inner-vlan configured. 'set cos cos-inner' is not
supported

関連コマンド

コマンド

説明

bridge-domain（サブ
インターフェイス コン
フィギュレーション）

PVC を、指定された vlan-id にバインドします。

class map

QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードにアクセスし、QoS ク
ラス マップを設定します。

mode dot1q-in-dot1q
access-gateway
policy-map

QinQ VLAN 変換のゲートウェイとして動作するよう、ギガビット イーサ
ネット WAN インターフェイスをイネーブルにします。

service-policy

ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードにアクセスし、QoS
ポリシー マップを設定します。

set in dscp（ポリシー

ToS バイトに IP DSCP を設定することにより、パケットにマーク付けしま

マップ コンフィギュ
レーション）

す。

set ip precedence（ポ

IP ヘッダー内の優先順位値を設定します。

リシー マップ コンフィ
ギュレーション）

show cwan qinq

QinQ 変換で使用される、内部、外部、およびトランク VLAN を表示しま
す。

show cwan qinq
bridge-domain
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QinQ 変換が行われるギガビット イーサネット WAN で使用されるプロバ
イダー エッジ VLAN ID を表示するか、または、特定のプロバイダー エッ
ジ VLAN で使用されるカスタマー エッジ VLAN を表示します。
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set cos cos-inner（ポリシー マップ コンフィギュレーション）

コマンド

説明

show cwan qinq
interface

1 つまたはすべてのギガビット イーサネット WAN インターフェイスおよ
びポート チャネル インターフェイスで、IEEE 802.1Q-in-802.1Q（QinQ）
変換のインターフェイス統計を表示します。

show policy-map
show policy-map
interface

ポリシー マップに関する情報を表示します。
インターフェイスに割り当てられている入力ポリシーおよび出力ポリシー
の統計情報と設定を表示します。
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set cos-inner

set cos-inner
ブリッジ フレームでサービス フィールドの内部クラスにマーク付けするには、ポリシー マップ コン
フィギュレーション モードで set cos-inner コマンドを使用します。内部 CoS フィールドのマーキング
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

set cos-inner cos-value
no set cos-inner cos-value

シンタックスの説明

cos-value

デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(33)SRA
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IEEE 802.1q CoS の値は、0 ～ –7 です。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドは、拡張 FlexWAN モジュールで Multipoint Bridging（MP）機能を使用している場合
と、Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco 7600 SIP-200 および Cisco 7600 SIP-400 で SPA の MPB 機
能を使用している場合に、内部 CoS 値のマーキングをサポートするために、Cisco IOS Release
12.2(33)SRA に追加されました。
このコマンドは、Cisco 7600 SIP-600 ではサポートされません。

Cisco 7600 SIP-200 では、このコマンドは、同じインターフェイス上の set cos コマンドでは、サポー
トされません。

Cisco 7600 シリーズ ルータで、SIP によってサポートされる QoS とマーキング コマンドの形式につい
ては、『Cisco 7600 Series SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide』を参照してください。

例

次に、VLAN 100 で一致するすべてのトラフィックを、"vlan-inner-100" という名前のクラスにフィル
タ処理する QoS クラスの設定を表示する例を示します。設定には、vlan-inner-100 クラスのトラフィッ
クに対して値 3 で内部 CoS がマーク付けされているポリシー マップ（この名前も "vlan-inner-100"）の
定義が示されています。内部 CoS の値はブリッジング機能でのみサポートされるため、設定には、
bridge-domain コマンドを使用して VLAN 100 にトラフィックがブリッジ処理されているシリアル
SPA インターフェイスへの出力ポリシーとして適用中のサービス ポリシーも表示されます。
Router(config)# class-map match-all vlan-inner-100
Router(config-cmap)# match vlan inner 100
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map vlan-inner-100
Router(config-pmap)# class vlan-inner-100
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 3
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set cos-inner

Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface serial3/0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config_if)# encapsulation ppp
Router(config-if)# bridge-domain 100 dot1q
Router(config-if)# service-policy output vlan-inner-100
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end

関連コマンド

コマンド

bridge-domain

説明

RFC 1483 ATM ブリッジングまたは RFC 1490 フレーム リレー ブリッジン
グで、ブリッジ処理される仮想 LAN（VLAN）の、ATM 相手先固定接続
（PVC）またはフレーム リレーの Data-Link Connection Identifier（DLCI;
データリンク接続識別子）へのマップを、イネーブルにします。

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを作
成します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。

class（ポリシー マッ
プ）

service-policy

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更するクラス
の名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラスとして知ら
れるクラス）を指定します。
ポリシー マップを入力インターフェイスまたは仮想回線（VC）（もしくは
出力インターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまた
は VC のサービス ポリシーとして使用します。
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set cos-inner cos

set cos-inner cos
ダブル タグ付きパケットを外部 COS を内部 COS にコピーするには、ポリシー マップ クラス コンフィ
ギュレーション モードで set cos-inner cos コマンドを使用します。外部 COS から内部 COS にコピー
されたダブル タグ付きパケットを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

set cos-inner cos cos-value
no set cos-inner cos cos-value

シンタックスの説明

cos-value

デフォルト

デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(33)SRB
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

IEEE 802.1q CoS の値は、0 ～ –7 です。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB に追加されました。このコマンドは、EVC サービス
インスタンスに適用されているポリシーに限定されます。
分類のため、内部タグと外部タグへの参照は、回線上で見えるフレームにされます。つまり、それぞれ
存在する場合、入力フレームでは、タグは "rewrite" の前にあり、出力フレームでは、タグは "rewrite"
の後にあります。
マーキングのため、入力での外部 COS へのリファレンスは DBUS-COS に対して、出力へのリファレ
ンスはフレームの最初のタグの COS に対して、それぞれ行われます。また、出力では、外部 COS と
内部 COS へのリファレンスは、フレーム内のそれに対して行われます。

例

次に、外部 COS 3 と 4 で一致が行われ、外部 COS が内部 COS に対してコピーされる例を示します。
Router(config)# class-map cos3_4
Router(config-cmap)# match cos 3 4
Router(config)# policy-map mark-it-in
Router(config-pmap)# class cos3_4
Router(config-pmap-c)# set cos-inner cos
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set cos-inner cos

関連コマンド

コマンド

bridge-domain

説明

RFC 1483 ATM ブリッジングまたは RFC 1490 フレーム リレー ブリッジン
グで、ブリッジ処理される仮想 LAN（VLAN）の、ATM 相手先固定接続
（PVC）またはフレーム リレーの Data-Link Connection Identifier（DLCI;
データリンク接続識別子）へのマップを、イネーブルにします。

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを作
成します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す

class（ポリシー マッ

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更するクラス
の名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラスとして知ら
れるクラス）を指定します。

るためのポリシー マップを作成または変更します。
プ）

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは仮想回線（VC）（もしくは
出力インターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまた
は VC のサービス ポリシーとして使用します。
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set discard-class

set discard-class
廃棄クラス値でパケットをマーク付けするには、QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モード
で set discard-class コマンドを使用します。パケットの廃棄クラス値の変更を防ぐには、このコマン
ドの no 形式を使用します。

set discard-class value
no set discard-class value

シンタックスの説明

value

コマンドのデフォルト

このコマンドを入力しない場合、パケットの廃棄クラス値は 0 に設定されます。

コマンド モード

QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(13)T
12.3(7)XI

このコマンドが追加されました。

12.2(31)SB
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合されました。

使用上のガイドライン

ドロップするトラフィックに対して、Per-Hop Behavior（PHB）を指定し
ます。値により、トラフィックのタイプのプライオリティが設定されま
す。有効値の範囲は 0 ～ 7 です。

このコマンドは、ESR-PRE2 用の Cisco 10000 シリーズ ルータに実装され
ました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

廃棄クラス値により、PHB の廃棄部分が示されます。DiffServ トンネリング パイプ モードでのみ、
set discard-class コマンドを使用します。廃棄クラスは、入力 PHB マーキングを使用して出力イン
ターフェイスのパケットが分類される場合にだけ必要です。
このコマンドを使用すると、輻輳の場合にドロップされるトラフィックのタイプも指定できます。

次に、トラフィックが廃棄クラス値 2 に設定される例を示します。

例

set discard-class 2

関連コマンド

B-282

コマンド

説明

match discard-class
random-detect
discard-class-based

特定の廃棄クラスのパケットに一致させます。

WRED の基礎をパケットのクラス廃棄値にします。
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set dscp
タイプ オブ サービス（ToS）バイトで Differentiated Service Code Point（DSCP）の値を設定すること
によってパケットをマーク付けするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで
set dscp コマンドを使用します。前に設定された DSCP の値を削除するには、このコマンドの no 形式
を使用します。

set [ip] dscp {dscp-value | from-field [table table-map-name]}
no set [ip] dscp {dscp-value | from-field [table table-map-name]

シンタックスの説明

ip
dscp-value

（任意）一致基準を IPv4 パケット専用に指定します。これを指定しなけれ
ば、IPv4 パケットと IPv6 パケットの両方が照合されます。

DSCP 値を設定する 0 ～ 63 の数字。次の予約キーワードは、数値の代わ
りに指定できます。

• EF（Expedited Forwarding）
• AF11（Assured Forwarding Class AF11）

from-field

• AF12（Assured Forwarding Class AF12）
パケットの DSCP 値を設定するために使用される、特定の packet-marking
のカテゴリ。packet-marking 値のマッピングと変換でテーブル マップを使
用する場合、packet-marking カテゴリ "map from" が作成されます。
packet-marking カテゴリ キーワードは、次のとおりです。
• cos
• qos-group

table

（任意）from-field 引数との組み合わせで使用されます。指定されたテーブ
ル マップに設定されている値が、DSCP 値の設定に使用されることを示し
ます。

table-map-name

（任意）table キーワードとの組み合わせで使用されます。DSCP 値の指定
に使用されるテーブル マップの名前。英数字で最大 64 字の名前を指定で
きます。

コマンドのデフォルト

ディセーブルです。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(13)T

このコマンドが追加されました。これは、set ip dscp コマンドを置き換え
ます。

12.0(28)S

このコマンドの IPv6 でのサポートが、Cisco IOS Release 12.0(28)S に追
加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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set dscp

使用上のガイドライン

DSCP ビットがオンに設定されると、他の Quality of Service（QoS）機能はビット設定で動作できます。
相互に排他的な DSCP と Precedence の値
同じパケットをマーク付けする場合に、set dscp コマンドを set precedence コマンドと組み合わせて
使用することはできません。DSCP と precedence の 2 つの値は、相互に排他的です。パケットでは、
一方か別の一方の値を持つことができますが、両方を持つことはできません。

Precedence の値とキューイング
ネットワークでは、プライオリティ（または緊急処理の一部のタイプで）を付与して、トラフィックを
マーク付けできます。通常は、ネットワーク エッジ（または管理ドメイン）で Precedence 値を設定し
ます。データは、precedence に従ってキューイングされます。Weighted Fair Queueing（WFQ）は、
輻輳ポイントで優先順位の高いトラフィックの処理を高速化できます。Weighted Random Early
Detection（WRED）により、輻輳時の優先順位の高いトラフィックの損失率を他のトラフィックより
確実に小さくできます。

packet-marking カテゴリ "from-field" の使用
このコマンドを、拡張パケット マーキング機能の一部として使用すると、このコマンドを使用して、
DSCP 値のマッピングと設定に使用される packet-marking カテゴリ "from-field" を指定できます。
packet-marking カテゴリ "from-field" は、次のとおりです。

• サービス クラス（CoS）
• QoS グループ

"from-field" カテゴリを指定する場合で、table キーワードと該当する table-map-name 引数を指定しな
い場合、デフォルトのアクションは、DSCP 値として "from-field" カテゴリに関連付けられている値が
コピーされます。たとえば、set dscp cos コマンドを設定する場合、CoS 値がコピーされ、DSCP 値と
して使用されます。

（注）

CoS フィールドは 3 ビット フィールドで、DSCP フィールドは 6 ビット フィールドです。set dscp cos
コマンドを設定する場合、CoS フィールドの最初の 3 ビットだけが使用されます。
set dscp qos-group コマンドを設定する場合、QoS グループ値がコピーされ、DSCP 値として使用され
ます。

DSCP の有効値の範囲は 0 ～ 63 です。QoS グループの有効値の範囲は 0 ～ 99 です。したがって、set
dscp qos-group コマンドを設定する場合、次の点に注意してください。
• QoS グループの値が両方の値の範囲（たとえば、44）にある場合、packet-marking 値がコピーさ
れ、パケットがマーク付けされます。

• QoS グループの値が DSCP の範囲を超える場合（たとえば、77）、packet-marking 値はコピーされ
ず、パケットはマーク付けされません。アクションは実行されません。

IPv6 環境での DSCP 値の設定
IPv6 環境でこのコマンドが使用される場合、デフォルト一致は、IP パケットと IPv6 パケットの両方で
発生します。ただし、この機能によって設定される実際のパケットは、この機能が含まれるクラス
マップの一致基準を満たすパケットだけです。

IPv6 パケットだけでの DSCP 値の設定
IPv6 パケットだけで DSCP 値を設定する場合、match protocol ipv6 コマンドも使用する必要がありま
す。このコマンドがない場合、precedence 一致では、デフォルトで、IPv4 パケットと IPv6 パケットの
両方で一致が発生します。
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set dscp

IPv4 パケットだけでの DSCP 値の設定
IPv4 パケットだけで DSCP 値を設定する場合、ip キーワードを使用します。ip キーワードがない場
合、IPv4 パケットと IPv6 パケットの両方で一致が発生します。

例

packet-marking の値とテーブル マップ
次の例では、"policy1" という名前のポリシー マップが作成され、"table-map1" という名前のテーブル
マップで定義されている packet-marking 値が使用されます。テーブル マップは、table-map（値マッ
ピング）コマンドで前に作成済みです。table-map（値マッピング）コマンドの詳細については、
table-map（値マッピング）コマンド ページを参照してください。
この例では、"table-map1" という名前のテーブル マップで定義されている CoS の値に従って、
DSCP の値が設定されます。
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# set dscp cos table table-map1
Router(config-pmap-c)# end

QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モード でサービス ポリシーを作成する場合、set dscp
コマンドが適用されます。このサービス ポリシーは、まだ、インターフェイスには付加されていませ
ん。インターフェイスへのサービス ポリシーの付加についての詳細は、『Cisco IOS Quality of Service
Solutions Configuration Guide』の「Modular Quality of Service Command-Line Interface」セクション
を参照してください。

関連コマンド

コマンド

説明

match protocol
policy-map

指定したプロトコルに基づいて、クラス マップの一致基準を設定します。

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力イン
ターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC
のサービス ポリシーとして使用します。

set cos
set precedence
show policy-map

発信パケットのレイヤ 2 CoS 値を設定します。
パケット ヘッダーで precedence 値を設定します。
指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、ま
たは、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示
します。

show policy-map class
show policy-map
interface

指定されたポリシー マップの指定されたクラスの設定を表示します。

show table-map

指定されたテーブル マップまたはすべてのテーブル マップの設定を表示
します。

table-map（値マッピ

1 つの packet-marking 値を別の値にマッピングおよび変換するための、
マッピング テーブルを作成します。

ング）

指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対して設定さ
れている、全クラスの設定を表示するか、または、インターフェイス上の
特定の PVC に対するサービス ポリシーのクラスを表示します。
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set fr-de

set fr-de
インターフェイスから出るすべてのトラフィックについて、フレーム リレー フレームのアドレス
フィールドの廃棄適格（DE）ビットの設定を 1 に変更するには、ポリシー マップ クラス コマンドで
set fr-de コマンドを使用します。DE ビットの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

set fr-de
no set fr-de

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

DE ビットは、通常、0 に設定されます。このコマンドにより、DE ビット設定が 1 に変更されます。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(2)T
12.2(31)SB2

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合され、Cisco
10000 シリーズ ルータの PRE3 に実装されました。

トラフィック ポリシーでこのコマンドをディセーブルにするには、トラフィック ポリシーのポリシー
マップ クラス コンフィギュレーション モードで、no set fr-de コマンドを使用します。

DE ビットがすでに 1 に設定されている場合、フレームは変更されません。

例

次に、set fr-de コマンドを使用してトラフィック ポリシーで DE ビットを設定する例を示します。
ルータにより、ip-precedence クラスに属す発信パケットの DE ビットが設定されます。
Router(config)# class-map ip-precedence
Router(config-cmap)# match ip precedence 0 1
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map set-de
Router(config-pmap)# class ip-precedence
Router(config-pmap-c)# set fr-de
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface serial 1/0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config-if)# interface serial 1/0/0.1
Router(config-subif)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
Router(config-subif)# no ip directed-broadcast
Router(config-subif)# service-policy output set-de

B-286

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス
set fr-de

関連コマンド

コマンド

説明

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを
指定するためのポリシー マップを作成または変更します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設
定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラス
の設定を表示します。
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set ip dscp

set ip dscp
set ip dscp コマンドは、set dscp コマンドによって置き換えられました。詳細については、set dscp コ
マンドを参照してください。
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set ip dscp（ポリシー マップ コンフィギュレー

ション）

タイプ オブ サービス（ToS）バイトで IP Differentiated Service Code Point（DSCP）の値を設定する
ことによってパケットをマーク付けするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モード
で set ip dscp コマンドを使用します。前に設定された IP DSCP の値を削除するには、このコマンドの
no 形式を使用します。

set ip dscp ip-dscp-value
no set ip dscp ip-dscp-value

シンタックスの説明

ip-dscp-value

「使用上のガイ
IP DSCP の値。有効値の範囲は 0 ～ 63 です。詳細については、
ドライン」セクションを参照してください。

コマンドのデフォルト

このコマンドにデフォルトの値はありません。

コマンド モード

ポリシー マップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(14)SX
12.2(17d)SXB

このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(33)SRA
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは Supervisor Engine 2 で実装され、Cisco IOS Release
12.2(17d)SXB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

ip-dscp-value の数値の代わりに、予約済みキーワード EF（Expedited Forwarding）、AF11（Assured
Forwarding クラス AF11）、および AF12（Assured Forwarding クラス AF12）を入力できます。
IP DSCP ビットがオンに設定されると、他の Quality of Service（QoS）機能はビット設定で動作でき
ます。

set ip precedence（ポリシー マップ コンフィギュレーション）コマンドを使用して IP precedence に
よってパケットをマーク付けし、それから、set ip dscp コマンドを使用して IP DSCP に同じパケット
をマーク付けすることはできません。
ネットワークでは、プライオリティ（または緊急処理の一部のタイプで）を付与して、トラフィックを
マーク付けできます。通常は、ネットワーク エッジ（または管理ドメイン）で IP Precedence 値を設定
します。データは、precedence に従ってキューイングされます。Weighted Fair Queueing（WFQ）は、
輻輳ポイントで優先順位の高いトラフィックの処理を高速化できます。Weighted Random Early
Detection（WRED）により、トラフィック輻輳時の優先順位の高いトラフィックの損失率を他のトラ
フィックより確実に小さくできます。
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set ip dscp（ポリシー マップ コンフィギュレーション）

QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モード でサービス ポリシーを作成する場合、set dscp
（ポリシー マップ コンフィギュレーション）コマンドが適用されます。このサービス ポリシーは、イ
ンターフェイスにも、ATM 仮想回線にも、付加されていません。インターフェイスへのサービスの付
加についての詳細は、service-policy コマンドを参照してください。
ポリシー マップ クラス アクションを設定する場合には、次の点に注意してください。

• ハードウェア スイッチド トラフィックでは、Policy Feature Card（PFC; ポリシー フィーチャ カー
ド）QoS によって、bandwidth、priority、queue-limit、または random-detect のポリシー マッ
プ クラス コマンドはサポートされません。これらのコマンドは、ソフトウェア スイッチド トラ
フィックで使用できるため、ユーザがこれらのコマンドを設定することができます。

• PFC QoS では、set mpls または set qos-group のポリシー マップ クラス コマンドはサポートされ
ません。

• PFC QoS では、set ip dscp および set ip precedence のポリシー マップ クラス コマンドがサポー
トされます（『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の
「Configuring Policy Map Class Marking」セクションを参照）。
• ポリシー マップ クラスでは、次の 3 つのすべてを実行することはできません。
– set ip dscp コマンドまたは set ip precedence（ポリシー マップ コンフィギュレーション）コ
マンドでトラフィックをマーク付けする。

– 信頼状態を設定する。
– ポリシングを設定する。
ポリシー マップ クラスでは、set ip dscp コマンドまたは set ip precedence（ポリシー マップ コ
ンフィギュレーション）コマンドでトラフィックをマーク付けするか、または、次の一方または両
方を実行できます。

– 信頼状態を設定する。
– ポリシングを設定する。

次に、policy1 という名前のポリシー マップで IP DSCP ToS バイトを 8 に設定する例を示します。

例

Router(config)# policy-map policy1
Router(config-cmap)# class class1
Router(config-cmap)# set ip dscp 8

一致基準の class1 を満たすすべてのパケットが、IP DSCP 値の 8 で設定されます。パケットが IP
DSCP 値の 8 にマーク付けされる方法は、ネットワーク設定によって決定されます。
次に、ネットワーク エッジで音声パケットを示す設定の実行後、音声パケットに対する低遅延処理が
提供されるよう、すべての中間ルータが設定される例を示します。
Router(config)# class-map voice
Router(config-cmap)# match ip dscp ef
Router(config)# policy qos-policy
Router(config-cmap)# class voice
Router(config-cmap)# priority 24

関連コマンド

B-290

コマンド

説明

policy-map

QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードにアクセスし、
QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy

ポリシー マップをインターフェイスに付加します。
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set ip dscp（ポリシー マップ コンフィギュレーション）

コマンド

説明

show policy-map
show policy-map
interface

ポリシー マップに関する情報を表示します。
インターフェイスに割り当てられている入力ポリシーおよび出力ポリシー
の統計情報と設定を表示します。
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set ip dscp tunnel
トンネル マーキングのため、レイヤ 2 Tunnel Protocol Version 3（L2TPv3）または Generic Routing
Encapsulation（GRE）トンネル型パケットのトンネル ヘッダーで、Differentiated Service Code Point
（DSCP）の値を設定するには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで set ip dscp
tunnel コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

set ip dscp tunnel dscp-value
no set ip dscp tunnel dscp-value

シンタックスの説明

dscp-value

トンネル ヘッダーの値を識別する 0 ～ 63 の数。次の予約キーワードは、
数値の代わりに指定できます。

• EF（Expedited Forwarding）
• AF11（Assured Forwarding Class AF11）

コマンドのデフォルト

DSCP の値は設定されていません。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(28)S
12.2(28)SB
12.2(33)SRC
12.4(15)T2

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRC に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(15)T2 に統合され、GRE トンネル
型パケットのマーキングに対するサポートが含められました。
（注）
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このリリースでは、GRE トンネル型パケットのマーキングは、
Cisco MGX Route Processor Module（RPM-XF; ルート プロセッサ
モジュール）に搭載されているプラットフォームでのみ、サポート
されます。

12.2(33)SB

GRE トンネル型パケットのマーキングのサポートが含められ、Cisco 7300
シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

L2TPv3（または GRE）トンネル型マーキングと ip tos コマンドは、同時に設定することができます。
ただし、Modular Quality of Service（QoS）Command-Line Interface（CLI）（MQC）（L2TPv3 また
は GRE）トンネル型マーキングの優先順位は、ip tos コマンドの優先順位より高く、これは、トンネ
ル型マーキングによって、トンネル パケットの IP ヘッダーに対して常に再書き込みが行われ、ip tos
コマンドによって設定された値が上書きされることを意味します。これらのコマンドが同時に使用され
た場合の実行順序は、次のとおりです。

1. set ip dscp tunnel または set ip precedence tunnel（L2TPv3 または GRE トンネル型マーキ
ング）

2. ip tos reflect
3. ip tos tos-value
これは、指定されている動作です。L2TPv3（または GRE）トンネル型マーキングだけを設定し、ip
tos コマンドによって設定されたすべてのピアを、L2TPv3（または GRE）トンネル型マーキングに再
設定することを推奨します。

（注）

Cisco IOS Release 12.4(15)T2 では、GRE トンネル型パケットのマーキングは、Cisco RPM-XF に搭載
されているプラットフォームでのみ、サポートされます。

次に、トンネル型マーキングの設定に使用される set ip dscp tunnel コマンドの例を示します。この例
では、"class-cl" という名前のクラス マップが、フレーム リレー廃棄適格（DE）ビット設定に基づい
てトラフィックに一致させるよう、設定されます。また、"policy1" という名前のポリシー マップが、
set ip dscp tunnel コマンドの設定内で作成されます。

例

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# class-map class-c1
Router(config-cmap)# match fr-de
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class tunnel
Router(config-pmap-c)# set ip dscp tunnel 5
Router(config-pmap-c)# end

（注）

関連コマンド

ポリシー マップは、依然、service-policy コマンドを使用してインターフェイスまたは ATM PVC に
マップする必要があります。このトンネル型マーキングのポリシー マップは、出力方向では受け付け
られません。インターフェイスまたは ATM PVC へのポリシー マップの付加についての詳細は、
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide 』の「Applying QoS Features Using the
MQC」セクションを参照してください。

コマンド

説明

ip tos
set ip precedence
tunnel

IP トラフィックの ToS レベルを指定します。
L2TPv3 または GRE トンネル型パケットのヘッダーで、precedence 値を設
定します。
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set ip precedence（ポリシー マップ コンフィギュレーション）

set ip precedence（ポリシー マップ コンフィギュ
レーション）

IP ヘッダーで precedence 値を設定するには、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで set ip
precedence コマンドを使用します。現在の設定で precedence 値を残すには、このコマンドの no 形式
を使用します。

set ip precedence ip-precedence-value
no set ip precedence

シンタックスの説明

ip-precedence-value

コマンドのデフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

ポリシー マップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(14)SX
12.2(17d)SXB

このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(33)SRA
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは Supervisor Engine 2 で実装され、Cisco IOS Release
12.2(17d)SXB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

表 13 に、IP ヘッダーの precedence 値の値定義のリストを示します。重要度のより小さいものから大
きいものへの順序で表示します。
表 13
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IP ヘッダーの precedence ビットの値。有効値の範囲は 0 ～ 7 です。値の定
義のリストについては、表 13 を参照してください。

IP Precedence の値の定義

値

定義

0

routine

1

priority

2

immediate

3

flash

4

flash-override

5

critical

6

internet

7

network
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IP precedence ビットがオンに設定されると、Weighted Fair Queueing（WFQ）や Weighted Random
Early Detection（WRED）などの他の Quality of Service（QoS）機能は、ビット設定で動作します。
ネットワーク プライオリティ（または緊急処理の一部のタイプ）により、ネットワークのダウンスト
リームのポイントで、WFQ と WRED の適用を介してトラフィックをマーク付けできます。通常は、
ネットワーク エッジ（または管理ドメイン）で IP Precedence 値を設定します。データは、precedence
に従ってキューイングされます。WFQ は、輻輳ポイントで特定の優先トラフィックの処理を高速化で
きます。WRED により、トラフィック輻輳時の特定の優先トラフィックの損失率を他のトラフィック
より確実に小さくできます。
ポリシー マップ コンフィギュレーション モード でサービス ポリシーを作成する場合、set ip
precedence コマンドが適用されます。このサービス ポリシーは、インターフェイスにも、ATM 仮想
回線にも、付加されていません。インターフェイスへのサービスの付加についての詳細は、

service-policy コマンドを参照してください。

例

次に、class1 という名前のクラス マップで一致基準を満たすパケットの IP precedence を 5 に設定する
例を示します。
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# set ip precedence 5

一致基準の class1 を満たすすべてのパケットが、IP DSCP 値の 5 で設定されます。パケットが
IP-precedence 値の 5 にマーク付けされる方法は、ネットワーク設定によって決定されます。

関連コマンド

コマンド

説明

policy-map

QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードにアクセスし、
QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy
show policy-map
show policy-map
interface

ポリシー マップをインターフェイスに付加します。
ポリシー マップに関する情報を表示します。
インターフェイスに割り当てられている入力ポリシーおよび出力ポリシー
の統計情報と設定を表示します。
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set ip precedence（ポリシー マップ）
set ip precedence（ポリシー マップ）コマンドは、set precedence コマンドによって置き換えられま
した。詳細については、set precedence コマンドを参照してください。
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set ip precedence（ルート マップ）
IP ヘッダーで precedence 値（およびオプションの IP 番号と IP 名）を設定するには、ルート マップ コ
ンフィギュレーション モードで set ip precedence コマンドを使用します。precedence 値を未変更のま
ま残すには、このコマンドの no 形式を使用します。

set ip precedence [number | name]
no set ip precedence

シンタックスの説明

number | name

コマンドのデフォルト

ディセーブルです。

コマンド モード

ルート マップの設定

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.0
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

（任意）IP ヘッダーで precedence ビットを設定する番号または名前。
number 引数と対応する name 引数の値は、重要度のより小さいものから大
きいものへの順序で、表 14 にリストを示します。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

表 14 に、IP ヘッダー precedence 値の number 引数と、対応する name 引数の値のリストを示します。
重要度のより小さいものから大きいものへの順序で表示します。
表 14

IP Precedence の番号と名前

number

Name

0

routine

1

priority

2

immediate

3

flash

4

flash-override

5

critical

6

internet

7

network
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precedence は、番号または対応する名前を使用して設定できます。IP precedence ビットがオンに設定
されると、Weighted Fair Queueing（WFQ）や Weighted Random Early Detection（WRED）などの他
の Quality of Service（QoS）機能は、ビット設定で動作します。
ネットワークにより、プライオリティ（または緊急処理の一部のタイプ）が付与され、ネットワークの
ダウンストリームのポイントで、WFQ と WRED の適用を介してトラフィックがマーク付けされます。
通常は、ネットワーク エッジ（または管理ドメイン）で IP Precedence 値を設定します。データは、
precedence に従ってキューイングされます。WFQ は、輻輳ポイントで特定の優先トラフィックの処理
を高速化できます。WRED により、輻輳時の特定の優先トラフィックの損失率を他のトラフィックよ
り確実に小さくできます。

routine や priority などの引数から precedence 値へのマッピングは、一部のインスタンスだけに効力が
あります。つまり、precedence ビットの使用は発展的です。この値を使用する他の機能をイネーブル
にすることによって、precedence 値の意味を定義できます。シスコから使用可能なハイエンド イン
ターネット QoS の場合、IP Precedence を使用すると、ネットワーク内の処理の良し悪しが数字的に対
応する必要がないサービス クラスを確立できます。
1 つのルーティング プロトコルから別のプロトコルへのルータの再配分のため、また、ポリシー ルー
ティングのため、条件を定義するには、match および set のルート マップ コンフィギュレーション コ
マンドとともに、route-map（IP）グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。各
route-map コマンドには、match コマンドおよび set コマンドの関連付けリストがあります。match
コマンドにより、現在の route-map コマンドで使用可能な再配分またはポリシー ルーティングでの、
一致基準の条件が指定されます。match コマンドによって設定された基準を満たす場合、set コマンド
により、実行する特定の再配分またはルーティング アクションとして、設定アクションが指定されま
す。no route-map コマンドにより、ルート マップが削除されます。
set route-map コンフィギュレーション コマンドにより、ルート マップのすべての一致基準が満たされ
る場合に実行される再配分セット アクションが指定されます。

次に、ルート マップ一致に渡されるパケットの IP Precedence を 5（critical）に設定する例を示しま
す。

例

interface serial 0
ip policy route-map texas
route-map texas
match length 68 128
set ip precedence 5

関連コマンド
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コマンド

説明

random-detect dscp

DSCP 値の最小と最大のパケットしきい値を変更します。
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set ip precedence tunnel
トンネル マーキングのため、レイヤ 2 Tunnel Protocol Version 3（L2TPv3）または Generic Routing
Encapsulation（GRE）トンネル型パケットのトンネル ヘッダーで、precedence の値を設定するには、
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで set ip precedence tunnel コマンドを使用し
ます。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

set ip precedence tunnel precedence-value
no set ip precedence tunnel precedence-value

シンタックスの説明

precedence-value

コマンドのデフォルト

precedence の値は設定されていません。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(28)S
12.2(28)SB
12.2(33)SRC
12.4(15)T2

このコマンドが追加されました。

トンネル ヘッダーの precedence 値を識別する 0 ～ 7 の数。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRC に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(15)T2 に統合され、GRE トンネル
型パケットのマーキングに対するサポートが含められました。
（注）

使用上のガイドライン

このリリースでは、GRE トンネル型パケットのマーキングは、
Cisco MGX Route Processor Module（RPM-XF; ルート プロセッサ
モジュール）に搭載されているプラットフォームでのみ、サポート
されます。

12.2(33)SB

GRE トンネル型パケットのマーキングのサポートが含められ、Cisco 7300
シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

L2TPv3（または GRE）トンネル型マーキングと ip tos コマンドは、同時に設定することができます。
ただし、Modular Quality of Service（QoS）Command-Line Interface（CLI）（MQC）（L2TPv3 また
は GRE）トンネル型マーキングの優先順位は、ip tos コマンドの優先順位より高く、これは、トンネ
ル型マーキングによって、トンネル パケットの IP ヘッダーに対して常に再書き込みが行われ、ip tos
コマンドによって設定された値が上書きされることを意味します。これらのコマンドが同時に使用され
た場合の実行順序は、次のとおりです。

1. set ip dscp tunnel または set ip precedence tunnel（L2TPv3 または GRE トンネル型マーキ
ング）

2. ip tos reflect
3. ip tos tos-value
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set ip precedence tunnel

これは、指定されている動作です。L2TPv3（または GRE）トンネル型マーキングだけを設定し、ip
tos コマンドによって設定されたすべてのピアを、L2TPv3（または GRE）トンネル型マーキングに再
設定することを推奨します。

（注）

Cisco IOS Release 12.4(15)T2 では、GRE トンネル型パケットのマーキングは、Cisco RPM-XF に搭載
されているプラットフォームでのみ、サポートされます。

次に、トンネル型マーキングの設定に使用される set ip precedence tunnel コマンドの例を示します。
この例では、"MATCH_FRDE" という名前のクラス マップが、フレーム リレー廃棄適格（DE）ビッ
ト設定に基づいてトラフィックに一致させるよう、設定されます。また、"policy1" という名前のポリ
シー マップが、set ip precedence tunnel コマンドの設定内で作成されます。

例

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# class-map MATCH_FRDE
Router(config-cmap)# match fr-de
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class tunnel
Router(config-pmap-c)# set ip precedence tunnel 7
Router(config-pmap-c)# end

（注）

関連コマンド
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ポリシー マップは、依然、service-policy コマンドを使用してインターフェイスまたは ATM PVC に
マップする必要があります。このトンネル型マーキングのポリシー マップは、出力方向では受け付け
られません。インターフェイスまたは ATM PVC へのポリシー マップの付加についての詳細は、
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide 』の「Applying QoS Features Using the
MQC」セクションを参照してください。

コマンド

説明

ip tos
set ip dscp tunnel

TN3270 サーバで、IP トラフィックの ToS レベルを指定します。
L2TPv3 トンネル型パケットのヘッダーで、DSCP 値を設定します。
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set ip tos（ルート マップ）
IP パケットのヘッダーでタイプ オブ サービス（ToS）の値を設定するには、ルート マップ コンフィ
ギュレーション モードで set ip tos コマンドを使用します。ToS ビットを未変更のまま残すには、この
コマンドの no 形式を使用します。

set ip tos [tos-bit-value | max-reliability | max-throughput | min-delay |
min-monetary-cost | normal]
no set ip tos

シンタックスの説明

tos-bit-value

（任意）IP ヘッダーで ToS ビットを設定する 0 ～ 15 の値（番号）。詳細に
ついては、表 15 を参照してください。

max-reliability
max-throughput
min-delay
min-monetary-cost
normal

（任意）最大信頼度の ToS ビットを 2 に設定します。
（任意）最大スループットの ToS ビットを 4 に設定します。
（任意）最小遅延の ToS ビットを 8 に設定します。
（任意）最小貨幣コストの ToS ビットを 1 に設定します。
（任意）通常の ToS ビットを 0 に設定します。

コマンドのデフォルト

ディセーブルです。

コマンド モード

ルート マップの設定

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.2
12.4T
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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set ip tos（ルート マップ）

使用上のガイドライン

このコマンドを使用すると、ToS バイト ヘッダーの 4 つのビットを設定できます。表 15 に、2 進数で
の 4 つのビットの形式を示します。
表 15

ToS ビットと説明

T3

T2

T1

T0

説明

0

0

0

0

0 通常フォワーディング

0

0

0

1

1 最小貨幣コスト

0

0

1

0

2 最大信頼度

0

1

0

0

4 最大スループット

1

0

0

0

8 最小遅延

T3 ビットにより、遅延が設定されます。T3 を 0 に設定すると、通常遅延、1 に設定すると、低遅延に
なります。
T2 ビットにより、スループットが設定されます。このビット を 0 に設定すると、通常スループット、
1 に設定すると、最小スループットになります。同様に、T1 ビットと T0 ビットにより、それぞれ、信
頼度とコストが設定されます。したがって、たとえば、次の要件でパケットを設定するとします。
最小遅延 T3 = 1
通常スループット T2 = 0
通常信頼度 T1 = 0
最小貨幣コスト T0 = 1
この場合、ToS を 9 に設定します。これは、2 進数形式で 1001 になります。

1 つのルーティング プロトコルから別のプロトコルへのルータの再配分のため、また、ポリシー ルー
ティングのため、条件を定義するには、match および set（ルート マップ）コンフィギュレーション
コマンドとともに、route-map（IP）グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。各
route-map コマンドには、match コマンドおよび set コマンドの関連付けリストがあります。match
コマンドにより、現在の route-map コマンドで使用可能な再配分またはポリシー ルーティングでの、
一致基準の条件が指定されます。match コマンドによって設定された基準を満たす場合、set コマンド
により、実行する特定の再配分またはルーティング アクションとして、設定アクションが指定されま
す。no route-map コマンドにより、ルート マップが削除されます。
set（ルート マップ）コマンドにより、ルート マップのすべての一致基準が満たされる場合に実行され
る再配分セット アクションが指定されます。

例

次に、ルート マップ一致に渡されるパケットの IP ToS ビットを 8（表 15 で示した最小遅延）に設定す
る例を示します。
interface serial 0
ip policy route-map texas
!
route-map texas
match length 68 128
set ip tos 8
!
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関連コマンド

コマンド

説明

ip policy route-map

インターフェイスで ポリシー ルーティングに使用するルート マップを指
定します。

route-map（IP）

1 つのプロトコルから別のプロトコルにルートを再配分する条件を定義し
ます。または、ポリシー ルーティングをイネーブルにします。
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set network-clocks
このコマンドを使用すると、ルータでは、ネットワーク クロックが再選択されます。ルータにより、
クロック プライオリティに基づいて新しいクロックが選択されます。

set network-clock-select [force-reselect | next-select]

シンタックスの説明

force-reselect
next-select

ルータで、新しいネットワーク クロックを選択します。
ルータで、次に使用可能なネットワーク クロックを強制的に再選択します。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

次に、set network-clock-select force-reselect コマンドの使用例を示します。

例

Router# set network-clock-select force-reselect

関連コマンド

B-304

コマンド

説明

show network-clocks

ルータに設定されているすべてのクロックに関する情報を表示します。
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set precedence
パケット ヘッダーで precedence 値を設定するには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
モードで set ip precedence コマンドを使用します。precedence 値を削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。

set precedence {precedence-value | from-field [table table-map-name]}
no set precedence {precedence-value | from-field [table table-map-name]}

シンタックスの説明

precedence-value
from-field

パケット ヘッダーで precedence ビットを設定する 0 ～ 7 の数字。
パケットの precedence 値を設定するために使用される、特定の
packet-marking のカテゴリ。packet-marking 値のマッピングと変換でテー
ブル マップを使用する場合、この引数値により、packet-marking カテゴリ
"map from" が作成されます。packet-marking カテゴリ キーワードは、次の
とおりです。

• cos
• qos-group

table

（任意）指定されたテーブル マップに設定されている値が、precedence 値
の設定に使用されることを示します。

table-map-name

（任意）サービス クラス（CoS）値に基づいた precedence 値の指定に使用
されるテーブル マップの名前。英数字で最大 64 字の名前を指定できます。

コマンドのデフォルト

ディセーブルです。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(13)T

このコマンドが追加されました。このコマンドは、set ip precedence コマ
ンドを置き換えます。

12.0(28)S

このコマンドの IPv6 でのサポートが、Cisco 12000 シリーズ インターネッ
ト ルータに搭載されている Cisco IOS Release 12.0(28)S に追加されまし
た。

12.2(33)SRA
12.2(31)SB

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco 10000 シ
リーズ ルータに実装されました。
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set precedence

使用上のガイドライン

コマンドの互換性
ルータが、古い設定が含まれるこのバージョン（Cisco IOS Release 12.2(13)T）からイメージでロード
される場合、set ip precedence コマンドは、依然、認識されます。ただし、set ip precedence コマン
ドの代わりに、set precedence コマンドが使用されます。

同じパケットをマーク付けする場合に、set precedence コマンドを set dscp コマンドと組み合わせて
使用することはできません。DSCP と precedence の 2 つの値は、相互に排他的です。パケットでは、
一方か別の一方の値を持つことができますが、両方を持つことはできません。

ビット設定

precedence ビットがオンに設定されると、Weighted Fair Queueing（WFQ）や Weighted Random
Early Detection（WRED）などの他の Quality of Service （QoS）機能は、ビット設定で動作します。
優先順位の値
ネットワークにより、プライオリティ（または緊急処理の一部のタイプ）が付与され、ネットワークの
ダウンストリームのポイントで、WFQ と WRED の適用を介してトラフィックがマーク付けされます。
通常は、ネットワーク エッジ（または管理ドメイン）で Precedence 値を設定します。データは、指定
された precedence に従ってキューイングされます。WFQ は、輻輳ポイントで特定の優先トラフィック
の処理を高速化できます。WRED により、輻輳時の特定の優先トラフィックの損失率を他のトラ
フィックより確実に小さくできます。

同じパケットをマーク付けする場合に、set precedence コマンドを set dscp コマンドと組み合わせて
使用することはできません。Differentiated Service Code Point（DSCP）と precedence の 2 つの値は、
相互に排他的です。パケットでは、一方か別の一方の値を持つことができますが、両方を持つことはで
きません。

拡張パケット マーキング機能でのこのコマンドの使用
このコマンドを、拡張パケット マーキング機能の一部として使用すると、このコマンドを使用して、
precedence 値のマッピングと設定に使用される packet-marking カテゴリ "from-field" を指定できます。
packet-marking カテゴリ "from-field" は、次のとおりです。

• CoS
• QoS グループ

"from-field" カテゴリを指定する場合で、table キーワードと該当する table-map-name 引数を指定しな
い場合、デフォルトのアクションは、precedence 値として "from-field" カテゴリに関連付けられてい
る値がコピーされます。たとえば、set precedence cos コマンドを設定する場合、CoS 値がコピーさ
れ、precedence 値として使用されます。
QoS グループ マーキング カテゴリについても同様に実行できます。つまり、set precedence
qos-group コマンドを設定でき、QoS グループ値がコピーされて、precedence 値として使用されます。
precedence 値の有効値の範囲は 0 ～ 7 です。QoS グループの有効値の範囲は 0 ～ 99 です。したがっ
て、set precedence qos-group コマンドを設定する場合、次の点に注意してください。
• QoS グループの値が両方の値の範囲（たとえば、6）にある場合、packet-marking 値がコピーさ
れ、パケットがマーク付けされます。

• QoS グループの値が precedence の範囲を超える場合（たとえば、10）、packet-marking 値はコ
ピーされず、パケットはマーク付けされません。アクションは実行されません。

IPv6 環境での Precedence の値
IPv6 環境でこのコマンドが使用される場合、IPv4 パケットと IPv6 パケットの両方で値を設定できま
す。ただし、この機能によって設定される実際のパケットは、この機能が含まれるクラス マップの一
致基準を満たすパケットだけです。
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IPv6 パケットだけでの Precedence 値の設定
IPv6 パケットだけで precedence 値を設定する場合、パケットをこのアクションに分類したクラス マッ
プで、match protocol ipv6 コマンドも使用する必要があります。match protocol ipv6 コマンドがない
（他の一致基準によって）IPv6 パケットと IPv4 パケットの両方が分類され、
場合、クラス マップでは、
set precedence コマンドは、両方のタイプのパケットで動作します。
IPv4 パケットだけでの Precedence 値の設定
IPv4 パケットだけで precedence 値を設定する場合、match ip precedence コマンドや match ip dscp
コマンドのように、ip キーワードを含めた形式でコマンドを使用するか、クラス マップの他のコマン
ドとともに match protocol ip コマンドを含める必要があります。追加の ip キーワードがない場合、ク
（他の一致基準によって）IPv6 パケットと IPv4 パケットの両方が一致対象になり、
ラス マップにより、
set precedence コマンドと set dscp コマンドが両方のタイプのパケットで動作します。

例

次の例では、policy-cos という名前のポリシー マップが作成され、table-map1 という名前のテーブル
マップで定義されている値が使用されます。table-map1 という名前のテーブル マップは、table-map
（値マッピング）コマンドで前に作成済みです。table-map（値マッピング）コマンドの詳細について
は、table-map（値マッピング）コマンド ページを参照してください。
この例では、table-map1 に定義されている CoS の値に従って、precedence の値が設定されます。
Router(config)# policy-map policy-cos
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# set precedence cos table table-map1
Router(config-pmap-c)# end

QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モード でサービス ポリシーを作成する場合、set
precedence コマンドが適用されます。このサービス ポリシーは、インターフェイスにも、ATM 仮想
回線にも、付加されていません。インターフェイスへのサービス ポリシーの付加についての詳細は、
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide 』の「Modular Quality of Service
Command-Line Interface Overview」の章を参照してください。

関連コマンド

コマンド

説明

match dscp
match precedence
match protocol
policy-map

一致基準として特定の IP DSCP を指定します。
一致基準として IP precedence を指定します。
指定したプロトコルに基づいて、クラス マップの一致基準を設定します。

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定
するためのポリシー マップを作成または変更します。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力イン
ターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC
のサービス ポリシーとして使用します。

set cos
set dscp

発信パケットのレイヤ 2 CoS 値を設定します。
ToS バイトにレイヤ 3 DSCP 値を設定することにより、パケットにマー
ク付けします。

set qos-group
show policy-map

後からパケットの分類に使用できるグループ ID を設定します。
指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、ま
たは、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表
示します。
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コマンド

説明

show policy-map
interface

指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対して設定
されている、全クラスの設定を表示するか、または、インターフェイス
上の特定の PVC に対するサービス ポリシーのクラスを表示します。

show table-map

指定されたテーブル マップまたはすべてのテーブル マップの設定を表示
します。

table-map（値マッピン

1 つの packet-marking 値を別の値にマッピングおよび変換するための、
マッピング テーブルを作成します。

グ）
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set qos-group
後でパケットの分類に使用できる Quality of Service（QoS）グループ識別番号（ID）を設定するには、
ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで set qos-group コマンドを使用します。グループ ID
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

Cisco 10000 シリーズ ルータ以外でサポートされるプラットフォーム

set qos-group {group-id | from-field [table table-map-name]}
no set qos-group {group-id | from-field [table table-map-name]}
Cisco 10000 シリーズ ルータ

set qos-group group-id
no set qos-group group-id

シンタックスの説明

group-id
from-field

グループ ID 番号の範囲は 0 ～ 99 です。
パケットの QoS グループ値を設定するために使用される、特定の
packet-marking のカテゴリ。packet-marking 値のマッピングと変換でテー
ブル マップを使用する場合、packet-marking カテゴリ "map from" が作成
されます。packet-marking カテゴリ キーワードは、次のとおりです。

• cos：QoS グループ値が、パケットのオリジナル 802.1P サービス クラ
ス（CoS）フィールドから設定されることを指定します。
• precedence：QoS グループ値が、パケットのオリジナル IP
precedence フィールドから設定されることを指定します。
• dscp：QoS グループ値が、パケットのオリジナル Differentiated
Service Code Point（DSCP）フィールドから設定されることを指定し
ます。

table table-map-name

• mpls exp topmost：QoS グループ値が、パケットのオリジナル最上位
MPLS EXP フィールドから設定されることを指定します。
（任意）from-field 引数との組み合わせで使用されます。table-map-name
によって指定されたテーブル マップに設定されている値が、QoS グループ
値の設定に使用されることを示します。

コマンドのデフォルト

グループ ID は指定されません。

コマンド モード

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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set qos-group

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

リリース

変更点

11.1CC
12.0(5)XE
12.0(17)SL
12.2(13)T

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合されました。
このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに追加されました。
このコマンドは、random-detect discard-class-based コマンドとともに
使用でき、拡張パケット マーキング機能にあわせて変更されました。マッ
ピング テーブル（テーブル マップ）を使用して、packet-marking の値を
変換し、送信できます。

12.2(18)SXE

このコマンドが Cisco IOS 12.2(18)SXE に統合され、cos キーワードが追
加されました。

12.2(31)SB
Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

set qos-group コマンドを使用すると、グループ ID をパケットに関連付けることができます。後でグ
ループ ID を使用して、プレフィクス、オートノマス システム、コミュニティ ストリングに基づいて、
パケットを QoS グループに分類できます。
QoS グループと廃棄クラスは、入力 Per-Hop Behavior マーキング（PHB）を使用して出力インター
フェイスのパケットが分類される場合に必要です。
拡張パケット マーキング機能でのこのコマンドの使用
このコマンドを、拡張パケット マーキング機能の一部として使用すると、このコマンドを使用して、
precedence 値のマッピングと設定に使用される packet-marking カテゴリ "from-field" を指定できます。

"from-field" カテゴリを指定する場合で、table キーワードと該当する table-map-name 引数を指定しな
い場合、デフォルトのアクションは、precedence 値として "from-field" カテゴリに関連付けられてい
る値がコピーされます。たとえば、set qos-group precedence コマンドを入力する場合、Precedence
値がコピーされ、QoS グループ値として使用されます。
パケットは、ルータ内で処理中の間だけ、QoS グループ値でマーク付けされます。パケットが出力イ
ンターフェイスを介して送信される場合、QoS グループ値はパケットのヘッダーに含めることはでき
ません。ただし、QoS グループ値を使用すると、（MPLS EXP、CoS、DSCP フィールドなど、）パ
ケットのヘッダーの一部として含まれる レイヤ 2 フィールドまたは Layer 3 フィールドの値を設定でき
ます。

（注）

ヒント

B-310

set qos-group cos コマンドと set qos-group precedence コマンドは、mls qos trust cos コマンドおよび
mls qos trust prec コマンドと同じです。

ポリシー マップ コンフィギュレーション モード でサービス ポリシーを作成し、インターフェイスま
たは ATM 仮想回線（VC）にサービス ポリシーを付加するまで、set qos-group コマンドは適用されま
せん。サービス ポリシーの付加についての詳細は、『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Configuration Guide』の「Modular Quality of Service Command-Line Interface Overview」の章を参
照してください。
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例

次に、class1 という名前のクラス マップの一致基準を満たすすべてのパケットの QoS を 1 に設定する
例を示します。これらのパケットは、QoS グループ ID に基づいてレートが制限されます。
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# set qos-group 1
Router(config-pmap-c)# end

次に、パケットのオリジナル 802.1P CoS 値に基づいて、QoS グループ値を設定する例を示します。
Router(config)# policy map policy1
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# set qos-group cos
Router(config-pmap-c)# end

拡張パケット マーキングの例
次に、table-map1 という名前のテーブル マップで定義される値に基づいて、QoS グループ値を設定する
例を示します。このテーブル マップは、policy1 という名前のポリシー マップで設定されます。ポリシー
マップ policy1 により、table-map1 に定義されている値に従って QoS 値が変換され、送信されます。
この例では、table-map1 に定義されている precedence の値に従って、QoS グループの値が設定され
ます。
Router(config)# policy map policy1
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# set qos-group precedence table table-map1
Router(config-pmap-c)# end

関連コマンド

コマンド

説明

match input vlan

特定の VLAN ID を持つ着信パケットに一致するクラス マップを設定しま
す。

match qos-group
mls qos trust

一致基準として特定の QoS グループ値を指定します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す

保存する必要があるパケットの着信 QoS フィールドを決めるために、イン
ターフェイスの信頼状態を設定します。
るためのポリシー マップを作成または変更します。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力インター
フェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC のサー
ビス ポリシーとして使用します。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、ま
たは、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表示
します。

show policy-map
interface

指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対して設定さ
れている、全クラスの設定を表示するか、または、インターフェイス上の
特定の PVC に対するサービス ポリシーのクラスを表示します。
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shape

shape
平均またはピークのトラフィック シェーピングを指定するには、クラス マップ コンフィギュレーショ
ン モードで shape コマンドを使用します。トラフィック シェーピングを削除するには、このコマンド
の no 形式を使用します。

shape {average | peak} cir [bc] [be]
no shape {average | peak} cir [bc] [be]

シンタックスの説明

average
peak
cir

平均レート シェーピングを指定します。
ピーク レート シェーピングを指定します。
ビット / 秒（bps）単位、認定情報レート（CIR）を指定します。
認定（平均）バースト レートの有効値の範囲は 30,000 ～ 10,000,000,000
です。超過（最大）バースト レートの有効値の範囲は 8,000 ～
10,000,000,000 です。

bc
be

（任意）認定バースト サイズをビット単位で指定します。
（任意）超過バースト サイズをビット単位で指定します。

コマンドのデフォルト

平均またはピークのトラフィック シェーピングは指定されません。

コマンド モード

クラスマップ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(2)T
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされまし
た。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機
能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより
異なります。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

トラフィック シェーピングは、データの送信レートに制限されます。特に設定された送信レートに加
え、Generic Traffic Shaping（GTS; ジェネリック トラフィック シェーピング）を使用して、輻輳レベ
ルに基づいた派生送信レートを指定できます。
平均レート シェーピングとピーク レート シェーピングの、2 つのタイプのトラフィック シェーピング
を指定できます。平均レート シェーピングの送信レートは、CIR に制限されます。CIR を使用すると、
送信中のトラフィックの平均量が、ネットワークで想定されているレートに準拠します。
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ピーク レート シェーピングの送信レートは、ルータに対し、CIR を超えるトラフィックを送信するよ
う設定します。ピーク レートを決める場合、ルータでは、次の式が使用されます。

peak rate = CIR(1 + Be / Bc)
ここでは、次のように設定します。

• Be は超過バースト サイズです。
• Bc は認定バースト サイズです。
ピーク レート シェーピングを使用すると、平均レート シェーピングより大きいバーストがルータで許
可されます。ただし、ピーク レート シェーピングを使用すると、ネットワークが輻輳状態の場合、
CIR（デルタ値）を超えて送信されるトラフィックはドロップされる場合があります。
ネットワークで（準備されている CIR を超える）追加帯域幅が使用可能な場合、アプリケーションま
たはクラスでは、まれに、パケットの損失が発生することがあり、この場合、余分な帯域幅をピーク
レート シェーピングを使用して利用できます。しかし、ネットワーク輻輳が発生した場合には、しば
しばパケットがドロップされます。ネットワークに送信されるトラフィックは、プロビジョニングされ
たネットワーク CIR に厳密に従わなければなりません。

例

次に、256 kbps の帯域幅を保証する平均レート シェーピングを使用する設定例を示します。
shape average 256000

次に、ピーク レート シェーピングを使用して 300 kbps の帯域幅を保証する一方で、インターフェイス
で十分な帯域幅が利用できる場合に最大 512 kbps のスループットを実現する例を示します。
bandwidth 300
shape peak 512000

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth

ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅を指定または変更
します。

class（ポリシー マッ
プ）

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更するクラス
の名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラスとして知ら
れるクラス）を指定します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定す
るためのポリシー マップを作成または変更します。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力イン
ターフェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC
のサービス ポリシーとして使用します。

shape max-buffers

シェーピング キューに認められるバッファの最大数を指定します。
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shape（割合）

shape（割合）
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、平均レート トラフィック シェーピングまた
はピーク レート トラフィック シェーピングを指定するには、ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーション モードで shape コマンドを使用します。トラフィック シェーピングを削除するには、この
コマンドの no 形式を使用します。

shape {average | peak} percent percentage [sustained-burst-in-msec ms]
[be excess-burst-in-msec ms] [bc committed-burst-in-msec ms]
no shape {average | peak} percent percentage [sustained-burst-in-msec ms]
[be excess-burst-in-msec ms] [bc committed-burst-in-msec ms]

シンタックスの説明

average
peak
percent

平均レート トラフィック シェーピングを指定します。

percentage
sustained-burst-in-msec

帯域幅の割合（%）を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 100 です。

ピーク レート トラフィック シェーピングを指定します。
平均レート トラフィック シェーピングまたはピーク レート トラフィッ
ク シェーピングのいずれかで使用される帯域幅の割合を指定します。
（任意）ポリシング トラフィックの最初のトークン バケットによって使
用される平均バーストサイズ。有効値の範囲は 4 ～ 200 です。

ms

（任意）バーストの値がミリ秒（ ms ）単位で指定されていることを示し
ます。

be

（任意）ポリシング トラフィックの 2 番目のトークン バケットによって
使用される超過バースト（be）サイズ。

excess-burst-in-msec
bc

（任意）サイズをミリ秒単位で指定します。有効値の範囲は 0 ～ 200 です。
（任意）ポリシング トラフィックの最初のトークン バケットによって使
用される認定バースト（bc）サイズ。

committed-burst-in-msec （任意） bc の値をミリ秒単位で指定します。有効値の範囲は 1 ～ 2000
です。

コマンドのデフォルト

bc と be のデフォルト値は 4 ms です。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(2)T
12.2(13)T

このコマンドが追加されました。

12.0(28)S
12.2(18)SXE
12.2(28)SB
12.4(20)MR

B-314

このコマンドは、パーセントベース ポリシング機能とシェーピング機能の
ために、変更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(28)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

認定情報レート
このコマンドは、インターフェイスの利用可能な帯域幅に基づいて認定情報レート（CIR）を計算しま
す。ポリシー マップがインターフェイスに付加されている場合、ビット / 秒（bps）単位での同等の
CIR の値が、インターフェイスの帯域幅と、このコマンドで入力された割合（%）の値で計算されま
す。次に、計算された CIR bps の値を show policy-map interface コマンドを使用して確認できます。
計算された CIR bps レートは、8000 ～ 154,400,000 bps の範囲にある必要があります。レートが 8000
bps を下回る場合は、対応するポリシーマップはインターフェイスに付加できません。インターフェイ
ス帯域幅が変化した（たとえば、さらに追加されるなど）場合、CIR bps 値は集成された帯域幅の値に
基づいて再計算されます。ポリシー マップがインターフェイスに付加された後に CIR 割合が変更され
た場合は、CIR bps 値が再計算されます。

ミリ秒単位での適合バースト サイズと最大バースト サイズ
このコマンドを使用すると、ミリ秒単位での適合バースト サイズと最大バースト サイズの値も指定で
きます。帯域幅を割合（%）として計算する場合、適合バースト サイズと最大バースト サイズは、ミ
リ秒（ms）で指定する必要があります。
トラフィック シェーピング収束率は、トラフィック パターンおよび Time Slice（Tc; タイム スライス）
パラメータによって異なり、設定された bc から直接影響を受けます。設定された Tc および平均レート
は、持続間隔あたりのビット数の計算に使用されます。したがって、シェープ レートの実施を確実に
するために、Tc を 10 ms より大きくする bc を使用します。

帯域幅を計算するには

shape（割合）コマンドは、しばしば、bandwidth コマンドと priority コマンドとの組み合わせで使
用されます。bandwidth コマンドと priority コマンドを使用すると、エンティティ（たとえば、物理
インターフェイスなど）で使用可能な帯域幅の合計量を計算できます。bandwidth コマンドと
priority コマンドを使用して、エンティティで使用可能な帯域幅の合計量を計算する場合は、次の注意
事項に従ってください。

• エンティティが物理インターフェイスの場合、合計帯域幅は、物理インターフェイス上の帯域幅
です。

• エンティティが整形 ATM 相手先固定接続（ PVC ）の場合、合計帯域幅は、次のように計算され
ます。

– Variable Bit Rate（VBR; 可変ビット レート）の Virtual Circuit（VC; 仮想回線）の場合、計算
には、Sustained Cell Rate （SCR; 平均セル レート）が使用されます。
– Available Bit Rate（ABR; 使用可能ビット レート）の VC の場合、計算には、Minimum Cell
Rate（MCR; 最小セル レート）が使用されます。
帯域割り当ての詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide 』の
「Congestion Management Overview」を参照してください。

例

次に、帯域幅の割合に基づいた平均シェーピング レートを使用するトラフィック シェーピングの設定
例を示します。この例では、帯域幅の 25% が指定されています。さらに、オプションの be 値と bc 値
（それぞれ、100 ms と 400 ms）が指定されています。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class-map class1
Router(config-pmap-c)# shape average percent 25 20 ms be 100 ms bc 400 ms
Router(config-pmap-c)# end
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shape（割合）

次の例に示したように、ポリシー マップとクラス マップの設定後、ポリシー マップがインターフェイ
スに付加されます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface serial4/0
Router(config-if)# service-policy input policy1
Router(config-if)# end

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth

ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅を指定または変更
します。

class（ポリシー マッ

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更するクラス
の名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラスとして知ら
れるクラス）を指定します。

プ）

B-316

police（割合）

インターフェイスで使用できる帯域幅の割合に基づいたトラフィック ポリ
シングを設定します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定する
ためのポリシー マップを作成または変更します。

priority

ポリシー マップに属すトラフィックのクラスに、プライオリティを付与し
ます。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力インター
フェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC のサー
ビス ポリシーとして使用します。

shape max-buffers
show policy-map
interface

シェーピング キューに認められるバッファの最大数を指定します。
インターフェイスに割り当てられている入力ポリシーおよび出力ポリシー
の統計情報と設定を表示します。
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shape（ポリシー マップ クラス）
指定されたアルゴリズムに従ってトラフィックを指示されたビット レートにシェーピングする、また
は、ATM オーバーヘッド アカウンティングをイネーブルにするには、ポリシーマップ クラス コン
フィギュレーション モードで shape コマンドを使用します。シェーピングを削除し、トラフィックを
非整型のままにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

shape [average | peak] mean-rate [burst-size] [excess-burst-size]
no shape [average | peak]

シンタックスの説明

average

（任意）認定バースト（Bc）は、各間隔で送信される最大ビット数
です。

peak

（任意）Bc + 超過バースト（Be）は、各間隔で送信される最大ビッ
ト数です。

mean-rate

（任意）認定情報レート（CIR）とも呼ばれます。トラフィックの
シェーピングに使用されるビット レートをビット / 秒で示します。
このコマンドが、Backward Explicit Congestion Notification
（BECN; 逆方向明示的輻輳通知）近似値とともに使用される場合、
ビット レートは許可されるビット レート範囲の上限です。

burst-size
excess-burst-size

コマンドのデフォルト

認定（平均）バースト レートの有効値の範囲は 30,000 ～
10,000,000,000 です。超過（最大）バースト レートの有効値の範囲
は 8,000 ～ 10,000,000,000 です。
（任意）測定間隔のビット数（Bc）。
（任意）Be を超えることが認められる許容ビット数。

超過バースト サイズ（Be）が設定されていない場合、デフォルトの Be の値は、認定バースト サイズ
（Bc）と等しくなります。burst-size のデフォルトの詳細については、「使用上のガイドライン」セク
ションを参照してください。

ATM のトラフィック シェーピング オーバーヘッド アカウンティングは、ディセーブルです。

コマンド モード

ポリシーマップ クラスコンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)XE
12.1(5)T
12.0(17)SL

このコマンドが追加されました。

12.2(16)BX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(16)BX に統合され、
Cisco 10000 シリーズ ルータの PRE2 に実装されました。

12.2(28)SB
12.2(31)SB2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(17)SL に統合され、
Cisco 10000 シリーズ ルータの PRE1 に実装されました。

このコマンドは、ATM オーバーヘッド アカウンティングに対応し
て機能拡張され、Cisco 10000 シリーズ ルータ PRE3 に実装されま
した。
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shape（ポリシー マップ クラス）

使用上のガイドライン

リリース

変更点

12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされ
ました。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、
使用する機能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム
ハードウェアにより異なります。

12.2(31)SB6

このコマンドが ATM オーバーヘッドを計算する際のオフセット サ
イズを指定するように機能強化され、PRE3 向け Cisco 10000 シ
リーズ ルータに実装されました。

12.2(33)SRC
12.2(33)SB
Cisco IOS XE Release 2.1
12.4(20)MR

Cisco 7600 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
Cisco 7300 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

測定間隔は、認定バーストサイズ（Bc）を認定情報レート（CIR）で割ったものです。Bc は、0 に設
定できません。測定間隔が大きすぎる場合（128 ミリ秒を超える場合）、システムは測定間隔をさらに
短い間隔に再分割します。
認定バースト サイズ（Bc）および超過バースト サイズ（Be）を指定しない場合は、アルゴリズムに
よってシェープ エンティティのデフォルト値が決定されます。アルゴリズムは、4 ミリ秒の測定間隔を
使用します。したがって、Bc は CIR×(4/1000) です。
デフォルトの認定バースト サイズを超えるバースト サイズは明示的に指定する必要があります。Bc が
大きくなるほど、測定間隔が長くなります。長い測定間隔は、音声トラフィックの遅延に影響する可能
性があります（該当する場合）。
超過バースト サイズ（Be）が設定されていない場合、デフォルト値は、認定バースト サイズ（Bc）と
等しくなります。

例

次に、CIR が 1 Mbps であるシェープ エンティティを設定し、インターフェイス pos1/0/0 に
dts-interface-all-action というポリシー マップを付加する例を示します。
policy-map dts-interface-all-action
class class-interface-all
shape average 1000000
interface pos1/0/0
service-policy output dts-interface-all-action

ATM のトラフィック シェーピング オーバーヘッド アカウンティング
親ポリシーで ATM オーバーヘッド アカウンティングがシェーピングに対してイネーブルである場合、
子レベルで police コマンドを使用してアカウンティングをイネーブルにする必要はありません。次に、
subscriber_classes という名前の子ポリシー マップの gaming クラスと class-default クラス、および、
subscriber_line という名前の親ポリシー マップの class-default クラスで ATM オーバーヘッド アカウ
ンティングが帯域幅に対してイネーブルである設定例を示します。voip クラスおよび video クラスは、
ATM オーバーヘッド アカウンティングが明示的にイネーブルにされていません。これらのプライオリ
ティ クラスは、親ポリシーで ATM オーバーヘッド アカウンティングがイネーブルにされているため、
ATM オーバーヘッド アカウンティングは暗黙的にイネーブルです。親ポリシーと子ポリシーの機能
は、同じ種類のカプセル化を使用することに注意してください。
policy-map subscriber_classes
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class voip
priority level 1
police 8000
class video
priority level 2
police 20
class gaming
bandwidth remaining percent 80 account aal5 snap-rbe-dot1q
class class-default
bandwidth remaining percent 20 account aal5 snap-rbe-dot1q
policy-map subscriber_line
class class-default
bandwidth remaining ratio 10 account aal5 snap-rbe-dot1q
shape average 512 account aal5 snap-rbe-dot1q
service policy subscriber_classes

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth

ポリシー マップに属するクラスに対して割り当てられる帯域幅を指
定、または変更し、ATM オーバーヘッド アカウンティングをイ
ネーブルにします。

show policy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設
定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラス
の設定を表示します。設定すると、コマンド出力に ATM オーバー
ヘッド アカウンティングに関する情報が含まれます。

show running-config

ルータの現在の設定を表示します。設定すると、コマンド出力に
ATM オーバーヘッド アカウンティングに関する情報が含まれます。
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shape max-buffers

shape max-buffers
シェーピング キューに認められるバッファ数を指定するには、クラスマップ コンフィギュレーション
モードで shape max-buffers コマンドを使用します。バッファ数をデフォルト値に設定するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

shape max-buffers number-of-buffers
no shape max-buffers

シンタックスの説明

number-of-buffers

バッファ数を指定します。バッファの最小数は 1 で、バッファの最大数は

4096 です。

コマンドのデフォルト

バッファ数 1000 がプリセットされます。

コマンド モード

クラス マップ コンフィギュレーション（config-cmap）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(2)T
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされまし
た。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機
能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより
異なります。

12.4(20)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)T に統合されましたが、階層型
キューイング フレームワーク（HQF）はサポートされていません。詳細に
ついては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

ジェネリック トラフィック シェーピング（GTS）を使用するように設定されたクラスそれぞれに、
シェーピング キューに認められる最大バッファ数を設定できます。
ポリシー マップのクラスの下でこのコマンドを設定できます。しかし、shape max-buffers コマンド
は、Cisco IOS Release 12.4(20)T の HQF をサポートしません。同様の機能を提供する queue-limit コ
マンドを使用してください。

例

次に、シェーピングを設定し、最大バッファ制限を 100 に設定する例を示します。
shape average 350000
shape max-buffers 100
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shape max-buffers

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth

ポリシー マップに属するクラスに割り当てられる帯域幅を指定または変更
します。

class（ポリシー マッ

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更するクラス
の名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラスとして知ら
れるクラス）を指定します。

プ）

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定する
ためのポリシー マップを作成または変更します。

queue-limit

ポリシー マップで設定されているクラス ポリシーのためにキューが保持で
きるパケットの最大数を指定または変更します。

service-policy

ポリシー マップを入力インターフェイスまたは VC（もしくは出力インター
フェイスまたは VC）に付加して、そのインターフェイスまたは VC のサー
ビス ポリシーとして使用します。

shape

平均またはピークのトラフィック シェーピングのレートを指定します。
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shdsl annex

shdsl annex
シングルペア高速デジタル加入者線（SHDSL）G.991.2 標準を定義するには、
config-controller-dsl-group モードで shdsl annex コマンドを使用します。

shdsl annex {standard}

シンタックスの説明

standard

選択された種類の DSL グループにする標準を定義します。

IMA グループ
• A
• A-B
• B

M-PAIR グループ
• A
• A-B
• B
• F {coding {16 | 32}}
• F-G {coding {16 | 32 | 16-TCPAM | 32-TCPAM}
• G {coding {16 | 32 | 16-TCPAM | 32-TCPAM}

1 ペアおよび 2 ペア グループ
• A
• A-B
• B
• F {coding 16 | 32}
• F-G {coding {16 | 32 | 16-TCPAM | 32-TCPAM}
• G {coding {16 | 32 | 16-TCPAM | 32-TCPAM}

コマンドのデフォルト

SHDSL annex B

コマンド モード

Config controller DSL グループ

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(15)T

このコマンドが Cisco 1841 ルータ上、および Cisco 2800 および 3800 シ
リーズ アクセス ルータ上で実行される Cisco HWIC-4SHDSL および
HWIC-2SHDSL に追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

dsl-group コマンドを使用して DSL グループを作成し、次に shdsl annex コマンドを使用して DSL グ
ループの G.991.2 標準を定義します。
IMA を使用して、2 個の DSL 回線を結合している場合は、Annex A または Annex B だけを DSL グ
ループが使用するように設定できます。M-pair グループを使用している場合は、Annex A、B、F、ま
たは G だけを使用できます。

例

次に、shdsl annex コマンドを使用して、Cisco HWIC-4SHDSL の 2 ペア DSL グループに対して
annex 標準を定義する例を示します。
Router(config-controller-dsl-group)# shdsl annex ?
A
A-B
B
F
F-G
G

Annex
Annex
Annex
Annex
Annex
Annex

A of G.991.2 standard
A/B of G.991.2 standard
B of G.991.2 standard
F of G.991.2 standard
F/G of G.991.2 standard
G of G.991.2 standard

Router(config-controller-dsl-group)# shdsl annex g ?
coding

16-TCPAM or 32-TCPAM line coding

Router(config-controller-dsl-group)# shdsl annex g coding ?
16-TCPAM
32-TCPAM

16-TCPAM line coding
32-TCPAM line coding

Router(config-controller-dsl-group)# shdsl annex g coding 16 ?
<cr>

関連コマンド

コマンド

説明

dsl-group
shdsl rate

DSL グループを作成し、config-controller-dsl-group モードを開始します。
SHDSL の速度を定義します。
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shdsl rate

shdsl rate
シングルペア高速デジタル加入者線（SHDSL）レートを定義するには、config-controller-dsl-group
モードで shdsl rate コマンドを使用します。

shdsl rate {number | auto}

シンタックスの説明

number

デジタル加入者線（DSL）グループの SHDSL レートを定義します。

1 ペアの DSL グループ
Annex A および B：192 ～ 2304 kbps
Annex F および G (32 TC-PAM)：768 ～ 5696 kbps
Annex F および G (16 TC-PAM)：2304 ～ 3840 kbps

2 ペアの DSL グループ
Annex A および B：384 ～ 4608 kbps
Annex F および G (32 TC-PAM)：1536 ～ 11392 kbps
Annex F および G (16 TC-PAM)：4608 ～ 7680 kbps

3 ペアの DSL グループ
Annex A および B：576 ～ 6912 kbps
Annex F および G (32 TC-PAM)：2304 ～ 12288 kbps
Annex F および G (16 TC-PAM)：6912 ～ 11520 kbps

4 ペアの DSL グループ
Annex A および B：768 ～ 9216 kbps
Annex F および G (32 TC-PAM)：3072 ～ 16384 kbps
auto

Annex F および G (16 TC-PAM)：9216 ～ 15360 kbps
この SHDSL レートを自動モードに設定します。

コマンドのデフォルト

コマンド デフォルトは、選択された DSL グループの最大 annex レートです。

コマンド モード

Config controller DSL グループ

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(15)T

このコマンドが Cisco 1841 ルータ上、および Cisco 2800 および 3800 シ
リーズ アクセス ルータ上で実行される Cisco HWIC-4SHDSL および
HWIC-2SHDSL に追加されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

dsl-group コマンドを使用して DSL グループを作成し、次に shdsl annex コマンドを使用して新しく
作成された DSL グループの G.991.2 標準を定義します。shdsl rate コマンドを使用して SHDSL ライ
ン レートを定義します。

例

次に、Cisco HWIC-4SHDSL の DSL グループ 1、ペア 0-1（2 ペア）の SHDSL ライン レートを定義
する例を示します。
Router(config-controller)# dsl-group 1 pairs 0-1 ima
Router(config-controller-dsl-group)#
Sep 22 14:53:46.481: %HWIC_SHDSL-5-DSLGROUP_UPDOWN: SHDSL 0/2/0 dsl-group(1) state changed
to down.
Sep 22 14:53:48.481: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/2/IMA1, changed state to down
Sep 22 14:53:49.481: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/2/IMA1, changed
state to down
Router(config-controller-dsl-group)# shdsl annex ?
A
A-B
B

Annex A of G.991.2 standard
Annex A/B of G.991.2 standard
Annex B of G.991.2 standard

Router(config-controller-dsl-group)# shdsl annex b ?
<cr>
Router(config-controller-dsl-group)# shdsl rate auto
<384-4608>
auto

関連コマンド

DSL Rate in kbps(line will train at the rate + 16kbps overhead)
auto rate mode

コマンド

説明

dsl-group
shdsl annex

DSL グループを作成し、config-controller-dsl-group モードを開始します。
DSL グループの G.991.2 標準を定義します。
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show adjacency

show adjacency
シスコ エクスプレス フォワーディング隣接関係テーブルまたはハードウェア レイヤ 3 スイッチング隣
接関係テーブルの情報を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで show
adjacency コマンドを使用します。

show adjacency [ip-address] [interface-type interface-number | null number | port-channel
number | sysclock number | vlan number | ipv6-address | fcpa number | serial number]
[connectionid number] [link {ipv4 | ipv6 | mpls}] [detail | encapsulation]
show adjacency summary [interface-type interface-number]

シンタックスの説明

ip-address
interface-type
interface-number

（任意）IP アドレス

null number
vlan number
serial number

（任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

（任意）インターフェイス タイプおよび番号 interface-type 引数の有効値
は、atm、async、auto-template、ctunnel、dialer、fastethernet、
gigabitethernet、group-async、loopback、mfr、multilink、tunnel、
vif、virtual-template、および vlan です。
（任意）VLAN を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 4094 です。
（任意）シリアル インターフェイス番号を指定します。有効値の範囲は 1
～ 6 です。

connectionid number
（任意）クライアント接続識別番号を指定します。
link {ipv4 | ipv6 | mpls} （任意）隣接関係のリンク タイプ（IPv4、IPv6、または、マルチプロトコ
ル ラベル スイッチング（MPLS））を指定します。
detail
（任意）プロトコルの詳細情報とタイマー情報を表示します。
summary
（任意）シスコ エクスプレス フォワーディング隣接関係情報の概要を表示
します。

コマンド モード

ユーザ EXEC（>）
特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.2GS
11.1CC
12.0(7)XE
12.1(1)E
12.1(3a)E3
12.1(5c)EX
12.1(11b)E
12.2(8)T

このコマンドが追加されました。
マルチ プラットフォーム サポートが追加されました。

Cisco 7600 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
Cisco 7600 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
port-channel number に有効な値が変更されました。
このコマンドはレイヤ 3 情報を含むように変更されました。
atm、ge-wan、および pos キーワードが追加されました。
detail キーワード出力が、隣接関係テーブルの各エントリのエポック値を表示
するように変更されました。

summary キーワード出力が、隣接関係テーブルのテーブル エポックを表示す
るように変更されました。
12.2(14)SX
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このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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show adjacency

リリース

変更点

12.2(17d)SXB

Supervisor Engine 2 上のこのコマンドのサポートが、Cisco IOS Release
12.2(17d)SXB に拡張されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。link ipv4、
link ipv6、および link mpls キーワード、および、prefix 引数が追加されました。
Cisco 10000 シリーズ ルータでの IPv6 のサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXH に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

12.2(25)S
12.2(28)SB
12.2(33)SRA
12.2(33)SXH
12.4(20)T
12.4(20)MR

使用上のガイドライン

show adjacency コマンドは、接続されたデバイスに隣接関係が存在すること、隣接関係が有効である
こと、および、MAC ヘッダー リライト ストリングが適切であることを確認するために使用されます。
ライン カードの場合、ライン カード if_number（インターフェイス番号）を指定する必要があります。
ライン カード if_number を取得するには、show cef interface コマンドを使用します。

ip-address、interface-type、および、その他のキーワードおよび引数の任意の組み合わせを、隣接関係
の特定のサブセットを表示するフィルタとして（任意の順序で）使用できます。
次に、show adjacency コマンドが表示する情報を示します。

• プロトコル。
• インターフェイス。
• インターフェイスに設定されたルーティング プロトコルの種類。
• この隣接関係を使用するルーテッド プロトコル トラフィックの種類。
• ネクスト ホップ アドレス。
• 学習された隣接関係の手法。
• 隣接ソース（たとえば、アドレス解決プロトコル（ARP）または ATM マップ）。
• この隣接関係を使用してスイッチされるパケットへ付加されるカプセル化。
• 隣接後にパケットに適用される出力チェーン要素のチェーン。
• パケット数とバイト数。
• High Availability（HA; ハイ アベイラビリティ）エポックおよびサマリー イベント エポック。
• 隣接ルータの MAC アドレス。
• 隣接関係が隣接テーブルをロール アウトするまでの時間。隣接ロールアウト後、パケットは同一
の宛先へのネクスト ホップを使用する必要があります。

例

次に、隣接関係情報の概要を表示する方法の例を示します。
Router# show adjacency summary
Adjacency table has 7 adjacencies:
each adjacency consumes 368 bytes (4 bytes platform extension)
6 complete adjacencies
1 incomplete adjacency
4 adjacencies of linktype IP
4 complete adjacencies of linktype IP
0 incomplete adjacencies of linktype IP
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show adjacency

0 adjacencies with fixups of linktype IP
2 adjacencies with IP redirect of linktype IP
3 adjacencies of linktype IPV6
2 complete adjacencies of linktype IPV6
1 incomplete adjacency of linktype IPV6
Adjacency database high availability:
Database epoch: 8 (7 entries at this epoch)
Adjacency manager summary event processing:
Summary events epoch is 52
Summary events queue contains 0 events (high water mark 113 events)
Summary events queue can contain 49151 events
Adj last sourced field refreshed every 16384 summary events
RP adjacency component enabled

関連コマンド
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コマンド

説明

clear adjacency
clear arp-cache
show adjacency
show cef interface

シスコ エクスプレス フォワーディング隣接情報テーブルをクリアします。

ARP キャッシュからすべてのダイナミック エントリを削除します。
隣接関係データベースに関する情報の表示をイネーブルにします。
すべてのインターフェイスに関するシスコ エクスプレス フォワーディング
詳細情報を表示します。
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show atm cell-packing
システムに設定した Layer 2 接続回線（AC）のセル パッキング情報を表示するには、特権 EXEC モー
ドで show atm cell-packing コマンドを使用します。

show atm cell-packing

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

例

次に、show atm cell-packing コマンドの出力例を示します。
Router# show atm cell-packing
avg #
Circuit
Type
ATM0/2/0/1.200
ATM0/2/0/1.300

関連コマンド

vc 1/200
vc 1/300

local
MNCP
1
1

cells/pkt
rcvd
0
0

avg #
negotiated
MNCP
1
1

cells/pkt
sent
0
0

MCPT
(us)
50
50

コマンド

説明

cell-packing

複数の ATM セルを各 MPLS パケットまたは L2TPv3 パケットに
パッキングします。

atm cell-packing

複数の ATM セルを各 MPLS パケットまたは L2TPv3 パケットに
パッキングします。
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show cem circuit

show cem circuit
CEM 回線のサマリーを表示するには、特権 EXEC モードで show cem circuit コマンドを使用します。

show cem circuit [cem-id]

シンタックスの説明

cem-id

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(12)MR2

このコマンドが追加されました。

例

（任意）cem-group コマンドで設定された回線を指定します。

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router# show cem circuit
CEM Int.
ID
Ctrlr
Admin
Circuit
AC
-------------------------------------------------------------CEM0/0
0
UP
UP
Enabled
UP
CEM0/1
1
UP
UP
Enabled
UP
CEM0/2
2
UP
UP
Enabled
UP
CEM0/3
3
UP
UP
Enabled
UP
CEM0/4
4
UP
UP
Enabled
UP
CEM0/5
5
UP
UP
Enabled
UP
Router# show cem circuit 5
CEM0/5, ID: 5, Line: UP, Admin: UP, Ckt: Enabled
Controller state: up
Idle Pattern: 0xFF, Idle cas: 0x8
Dejitter: 4, Sample Rate: 1, Payload Size: 192
Framing: Framed, (DS0 channels: 1-24)
CEM Defects Set
None
Signalling: No CAS
RTP: No RTP
Ingress Pkts:
Egress Pkts:

527521938
527521938

CEM Counter Details
Input Errors:
0
Pkts Missing:
0
Misorder Drops: 0
Error Sec:
0
Unavailable Sec: 0
Pkts Malformed: 0
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Dropped:
Dropped:

0
0

Output Errors:
Pkts Reordered:
JitterBuf Underrun:
Severly Errored Sec:
Failure Counts:

0
0
0
0
0
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show cem circuit

関連コマンド

コマンド

説明

show cem circuit detail
show cem platform

すべての CEM 回線に関する詳細情報を表示します。

show cem platform errors

すべての CEM 回線についてプラットフォーム固有のエラー カウン
タを表示します。

すべての CEM 回線についてプラットフォーム固有のエラー カウン
タを表示します。
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show cem platform

show cem platform
すべての CEM 回線についてプラットフォーム固有のエラー カウンタを表示するには、特権 EXEC
モードで show cem platform コマンドを使用します。

show cem platform [interface]

シンタックスの説明

interface

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(12)MR2

このコマンドが追加されました。

例

（任意）CEM インターフェイスを指定します（例：CEM0/1 ）

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router# show cem platform
CEM0/0 errors:
net2cem_drops ===============
net2cem_drops_underflow ===
net2cem_drops_overflow ====
Last cleared 6d02h
CEM0/1 errors:
net2cem_drops ===============
net2cem_drops_underflow ===
net2cem_drops_overflow ====
Last cleared 6d02h
CEM0/2 errors:
net2cem_drops ===============
net2cem_drops_overflow ====
Last cleared never
CEM0/3 errors:
net2cem_drops ===============
net2cem_drops_overflow ====
Last cleared never
CEM0/4 errors:
net2cem_drops ===============
net2cem_drops_underflow ===
net2cem_drops_overflow ====
Last cleared 6d02h
CEM0/5 errors:
net2cem_drops ===============
net2cem_drops_underflow ===
net2cem_drops_overflow ====
Last cleared 6d02h

50/527658758
26
24

50/527658759
25
25

2/526990836
2

1/526982274
1

51/527658758
26
25

48/527660498
24
24

Router# show cem platform cem0/1
CEM0/1 errors:
net2cem_drops =============== 50/527678398
net2cem_drops_underflow === 25
net2cem_drops_overflow ==== 25
Last cleared 6d02h
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show cem platform

関連コマンド

コマンド

説明

show cem circuit
show cem circuit detail
show cem platform errors

CEM 回線のサマリーを表示します。
すべての CEM 回線に関する詳細情報を表示します。
すべての CEM 回線についてプラットフォーム固有のエラー カウン
タを表示します。
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show connection

show connection
インターワーキング接続のステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show connection コマン
ドを使用します。

show connection [all | element | id ID | name name | port port]

シンタックスの説明

all
element
id ID
name name
port port

（任意）すべてのインターワーキング接続に関する情報を表示します。
（任意）指定した接続要素に関する情報を表示します。
（任意）指定した接続 ID に関する情報を表示します。
（任意）指定した接続名に関する情報を表示します。
（任意）インターフェイス上のすべての接続に関する情報を表示します
（Cisco IOS Release 12.0S では ATM、シリアル、ファスト イーサネット接
続だけが表示される）。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(2)T
12.0(27)S

このコマンドが show connect（FR-ATM）として追加されました。

12.2(25)S
12.4(2)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。

12.0(30)S
12.2(28)SB
12.4(8)
12.2(33)SRA
12.4(11)T
12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(30)S に統合されました。

12.4(19)MR2

例

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(27)S に統合され、すべての ATM、
シリアル、およびファスト イーサネット インターワーキング接続が表示さ
れるようにアップデートされました。
このコマンドの出力が変更され、セグメント ステートおよびチャネル ID
の Segment 1 フィールドおよび Segment 2 フィールドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(8) に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(11)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

次に、ルータ上のローカル インターワーキング接続の例を示します。
Router# show connection
ID
Name
Segment 1
Segment 2
State
========================================================================
1
conn1
ATM 1/0/0 AAL5 0/100
ATM 2/0/0 AAL5 0/100
UP
2
conn2
ATM 2/0/0 AAL5 0/300
Serial0/1 16
UP
3
conn3
ATM 2/0/0 AAL5 0/400
FA 0/0.1 10
UP
4
conn4
ATM 1/0/0 CELL 0/500
ATM 2/0/0 CELL 0/500
UP
5
conn5
ATM 1/0/0 CELL 100
ATM 2/0/0 CELL 100
UP
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show connection

表 B-16 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 B-16

show connection のフィールドの説明

フィールド

説明

ID

オペレーティング システムにより割り当てられる任意の接続識別
情報

Name

接続名

Segment 1

インターワーキング セグメントに関する情報。次のものが含まれ
ます。

Segment 2

• インターフェイス名および番号。
• セグメントステート、インターフェイス名および番号、および
チャネル ID。セグメントの状態が UP の場合、セグメント ス
テートには何も表示されません。セグメントの状態が DOWN
の場合は「-」が、DETACHED の場合は「***Card
Removed***」が表示されます。
• インターフェイスに割り当てられているカプセル化タイプ（該
当する場合）。

• ATM インターフェイスに割り当てられている相手先固定接続
（PVC）、シリアル インターフェイスに割り当てられている
データリンク接続識別子（DLCI）、またはイーサネット イン
ターフェイスに割り当てられている VLAN ID。

関連コマンド

State or Status

接続のステータス。INVALID、UP、ADMIN UP、ADMIN
DOWN、OPER DOWN、COMING UP、NOT VERIFIED、ERR
のいずれか。

コマンド

説明

show atm pvc
show frame-relay pvc

ATM PVC および SVC のステータスを表示します。
フレーム リレー インターフェイスのステータスを表示します。
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show controller

show controller
インターフェイスの状態を表示するには、show controller コマンドを使用します。

show controller {ATM | Async | BITS | CEM | E1 | GigabitEthernet | J1 | SHDSL | T1 |
RTM} slot / port

シンタックスの説明

ATM
Async
BITS
CEM
E1
GigabitEthernet
J1
SHDSL
T1
rtm
slot
port

ATM コントローラの状態を表示します。
非同期コントローラの状態を表示します。

BITS コントローラの状態を表示します。
CEM コントローラの状態を表示します。
E1 コントローラの状態を表示します。
ギガビット イーサネット コントローラの状態を表示します。

J1 コントローラの状態を表示します。
SHDSL コントローラの状態を表示します。
T1 コントローラの状態を表示します。
RTM コントローラの状態を表示します。
インターフェイスのスロット番号
インターフェイスのポート番号

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

Router# show controller e1 0/2
E1 0/2 is up.
Applique type is Channelized E1 - balanced
No alarms detected.
alarm-trigger is not set
Version info Firmware: 20050421, FPGA: 13, spm_count = 0
Daughter card FPGA version: 0x16, source: Bundled
Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.
CRC Threshold is 320. Reported from firmware is 320.
VWIC relays are closed
Link noise monitor disabled
Data in current interval (330 seconds elapsed):
0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
243 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

（注）
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この例の最後の行では、243 Slip Secs がクロッキングの問題が存在する可能性を示しています。
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show controller

関連コマンド

コマンド

説明

show atm pvc

ATM PVC および SVC のステータスを表示します。
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show cns config connections

show cns config connections
Cisco Networking Services（CNS）イベント エージェント接続のステータスを表示するには、特権
EXEC モードで show cns config connections コマンドを使用します。

show cns config connections

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(8)T
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

show cns config connections コマンドを使用して、CNS イベント エージェントがゲートウェイに接続
中か、接続済みか、または、アクティブかを決定し、イベント エージェントが使用するゲートウェイ
とその IP アドレスとポート番号を表示します。

例

次に、show cns config connections コマンドの出力例を示します。
Router# show cns config connections
The partial configuration agent is enabled.

関連コマンド
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Configuration server:
Port number:
Encryption:
Config id:
Connection Status:

10.1.1.1
80
disabled
test1
Connection not active.

コマンド

説明

show cns config
outstanding
show cns config stats

開始はされているけれども、まだ完了していない差分 CNS コンフィギュ
レーションに関する情報を表示します。

CNS 設定エージェントの統計情報を表示します。
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show cns config outstanding

show cns config outstanding
開始されているが完成されていない差分（部分）Cisco Networking Services（CNS）設定に関する情
報を表示するには、特権 EXEC モードで show cns config outstanding コマンドを使用します。

show cns config outstanding

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(2)T
12.2(8)T

このコマンドが追加されました。

12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco 2600 シリーズ ルータおよび Cisco 3600 シリーズ
ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

show cns config outstanding コマンドを使用して、開始されているが完成されていない未処理の差分
（部分）設定に関する情報を表示します。表示される情報には次のものが含まれます。
• キュー ID（config キューの設定の場所）
• 識別情報（グループ ID）
• Config ID（グループ内での設定の ID）

例

次に、show cns config outstanding コマンドの出力例を示します。
Router# show cns config outstanding
The outstanding configuration information:
queue id
identifier
config-id
1
identifierREAD
config_idREAD

関連コマンド

コマンド

説明

cns config cancel
config-cli
show cns config stats

差分 2 フェーズ同期設定をキャンセルします。

CNS イベント エージェント接続のステータスを表示します。
CNS 設定エージェントの統計情報を表示します。
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show cns config stats

show cns config stats
Cisco Networking Services（CNS）設定エージェントに関する情報を表示するには、特権 EXEC モー
ドで show cns config stats コマンドを使用します。

show cns config stats

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(2)T
12.2(8)T

このコマンドが追加されました。

12.3(1)
12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

出力フィールドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco 2600 シリーズ ルータおよび Cisco 3600 シリーズ
ルータに実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドは、CNS 設定エージェントに関する次の統計情報を表示します。

• 受信した設定要求の数
• 完了した設定の数
• 失敗した設定の数
• 保留の設定の数
• キャンセルした設定の数
• 受信した最新設定のタイム スタンプ
• 受信した初期設定のタイム スタンプ

例

次に、show cns config stats コマンドの出力例を示します。
Router# show cns config stats
6 configuration requests received.
4 configurations completed.
1 configurations failed.
1 configurations pending.
0 configurations cancelled.
The time of last received configuration is *May 5 2003 10:42:15 UTC.
Initial Config received *May 5 2003 10:45:15 UTC.
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show cns config stats

関連コマンド

コマンド

説明

clear cns config stats
show cns config outstanding

CNS 設定エージェントに関する統計情報をすべてクリアします。
開始はされているけれども、まだ完了していない差分 CNS コン
フィギュレーションに関する情報を表示します。
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show cns event connections

show cns event connections
Cisco Networking Services（CNS）イベント エージェント接続のステータスを表示するには、特権
EXEC モードで show cns event connections コマンドを使用します。

show cns event connections

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(8)T
12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

show cns event connections コマンドを使用してイベント エージェント接続のステータス（ゲートウェ
イに接続中か、接続済みか、または、アクティブかなど）を表示し、イベント エージェントが使用す
るゲートウェイおよびその IP アドレスとポート番号を表示します。

例

次に、プライマリ ゲートウェイとバックアップ ゲートウェイの IP アドレスとポート番号を表示する例
を示します。
Router# show cns event connections
The currently configured primary event gateway:
hostname is 10.1.1.1.
port number is 11011.
Event-Id is Internal test1
Keepalive setting:
none.
Connection status:
Connection Established.
The currently configured backup event gateway:
none.
The currently connected event gateway:
hostname is 10.1.1.1.
port number is 11011.
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show cns event connections

関連コマンド

コマンド

説明

show cns event stats
show cns event subject

CNS イベント エージェント接続の統計情報を表示します。
CNS イベント エージェント接続に関するサブジェクト一覧を表示
します。
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show cns event stats

show cns event stats
Cisco Networking Services（CNS）設定エージェント接続に関する統計情報を表示するには、特権
EXEC モードで show cns event stats コマンドを使用します。

show cns event stats

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(2)T
12.0(18)ST
12.0(22)S
12.2(8)T

このコマンドが追加されました。

12.3(1)

出力は、最後にクリアされて以降に生成された統計情報を表示するように
変更されました。

12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(18)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(22)S に統合されました。
このコマンドが Cisco 2600 シリーズ ルータおよび Cisco 3600 シリーズ
ルータに実装されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドを使用して、次の CNS イベント エージェントの統計情報を表示します。

• 受信したイベント数
• 送信したイベント数
• 正常に処理されなかったイベント数
• キューにあるイベント数
• 統計情報が最後にクリアされた日時を示すタイム スタンプ（タイム スタンプはルータ タイム）
• 統計情報がクリアされて以降に受信したイベント数
• 最終受信イベントのタイム スタンプ（タイム スタンプはルータ タイム）
• 最終送信イベントのタイム スタンプ
• イベント エージェントを使用するアプリケーション数
• サブスクライブされたサブジェクト数
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show cns event stats

例

次に、CNS イベント エージェントの統計情報の表示例を示します。
Router# show cns event stats
0 events received.
1 events sent.
0 events not processed.
0 events in the queue.
0 events sent to other IOS applications.
Event agent stats last cleared at Apr 4 2003 00:55:25 UTC
No events received since stats cleared
The time stamp of the last received event is *Mar 30 2003 11:04:08 UTC
The time stamp of the last sent event is *Apr 11 2003 22:21:23 UTC
3 applications are using the event agent.
0 subjects subscribed.
1 subjects produced.
0 subjects replied.

関連コマンド

コマンド

説明

clear cns event stats
cns event

CNS イベント エージェントに関する統計情報をすべてクリアします。
CNS イベント エージェント サービスをイネーブルにし、設定を行い
ます。

show cns event connections
show cns event subject

CNS イベント エージェント接続のステータスを表示します。
CNS イベント エージェント接続に関するサブジェクト一覧を表示し
ます。

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

B-345

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス

show cns event subject

show cns event subject
Cisco Networking Services（CNS）設定エージェント接続に関するサブジェクトの一覧を表示するに
は、特権 EXEC モードで show cns event subject コマンドを使用します。

show cns event subject [name]

シンタックスの説明

name

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(2)T
12.0(18)ST
12.0(22)S
12.2(8)T

このコマンドが追加されました。

12.2(25)S
12.2(33)SRA
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。

（任意）この指定されたサブジェクト名にサブスクライブしているアプリ
ケーションの一覧を表示します。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(18)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(22)S に統合されました。
このコマンドが Cisco 2600 シリーズおよび Cisco 3600 シリーズに実装さ
れました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

show cns event subject コマンドを使用して、アプリケーションによってサブスクライブされたイベン
ト エージェントのサブジェクトの一覧を表示します。

例

次に、プライマリ ゲートウェイとバックアップ ゲートウェイの IP アドレスとポート番号を表示する例
を示します。
Router# show cns event subject
The list of subjects subscribed by applications.
cisco.cns.mibaccess:request
cisco.cns.config.load
cisco.cns.config.reboot
cisco.cns.exec.cmd

関連コマンド
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コマンド

説明

show cns event connections
show cns event stats

CNS イベント エージェント接続のステータスを表示します。
CNS イベント エージェント接続の統計情報を表示します。
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show cns image connections

show cns image connections
Cisco Networking Services（CNS）イメージ管理サーバ HTTP 接続のステータスを表示するには、
特権 EXEC モードで show cns image connections コマンドを使用します。

show cns image connections

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(1)
12.2(31)SB2
12.2(33)SRB
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

CNS イメージ サーバとの HTTP 接続問題のトラブルシューティングには、show cns image
connections コマンドを使用します。出力には次の情報が表示されます。
• 接続の試行数
• 接続できなかった接続および突然切断された接続の数
• 最後の正常接続の日時

例

次に、show cns image connections コマンドの出力例を示します。
Router# show cns image connections
CNS Image Agent: HTTP connections
Connection attempts 1
never connected:0
Abrupt disconnect:0
Last successful connection at 11:45:02.000 UTC Mon May 6 2003

関連コマンド

コマンド

show cns image inventory

説明

CNS イメージ エージェントに関するコンポーネント情報を表示しま
す。

show cns image status

CNS イメージ エージェントに関するステータス情報を表示します。
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show cns image inventory

show cns image inventory
Cisco Networking Services（CNS）イメージ インベントリ情報のダンプを Extensible Markup
Language（XML）フォーマットで表示するには、特権 EXEC モードで show cns image inventory コ
マンドを使用します。

show cns image inventory

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(1)
12.2(31)SB2
12.2(33)SRB
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

使用上のガイドライン

より見やすい形式で出力を表示するには、内容をテキストファイルに貼り付け、XML 表示ツールを使
用します。

例

次に、show cns image inventory コマンドの出力例を示します。
Router# show cns image inventory
Inventory Report
<imageInventoryReport><deviceName><imageID>Router</imageID><hostName>Router</ho
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Experimental Version 12.3(20030414:081500)]
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 14-Apr-03 02:03 by engineer</versionString><imageFile>tftp://10.25>

関連コマンド
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コマンド

説明

show cns image connections
show cns image status

CNS イメージ エージェントの接続情報を表示します。
CNS イメージ エージェントに関するステータス情報を表示します。
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show cns image status

show cns image status
Cisco Networking Services（CNS）イメージ エージェントに関するステータス情報を表示するには、
特権 EXEC モードで show cns image status コマンドを使用します。

show cns image status

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(1)
12.2(31)SB2
12.2(33)SRB
12.2(33)SB
12.2(33)SXI
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドを使用して、次の CNS イメージ エージェントに関するステータス情報を表示します。

• 最終アップグレードの開始日時
• 最終アップグレードの終了日時
• 正常終了した最終アップグレードの終了日時
• 失敗した最終アップグレードの終了日時
• 失敗したアップグレードの数
• 正常終了したアップグレードの数および受信メッセージとエラーの数
• 送信ステータスと試行、成功、失敗の数

例

次に、show cns image status コマンドの出力例を示します。
Router# show cns image status
Last upgrade started at 11:45:02.000 UTC Mon May 6 2003
Last upgrade ended at 11:56:04.000 UTC Mon May 6 2003 status SUCCESS
Last successful upgrade ended at 00:00:00.000 UTC Mon May 6 2003
Last failed upgrade ended at 00:00:00.000 UTC Wed Apr 16 2003
Number of failed upgrades: 2
Number of successful upgrades: 6
messages received: 12
receive errors: 5
Transmit Status
TX Attempts:4
Successes:3
Failures 2
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show cns image status

関連コマンド
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コマンド

説明

show cns image connections
show cns image inventory

CNS イメージ エージェントの接続情報を表示します。
イメージ インベントリ情報を XML 形式で表示します。
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show dsl interface atm

show dsl interface atm
指定された ATM インターフェイスの Asymmetric Digital Subscriber Line（ADSL; 非対称デジタル加入
者回線）に固有な情報を表示するには、EXEC モードで show dsl interface atm コマンドを使用します。

show dsl interface atm number

シンタックスの説明

number

コマンド モード

EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(3)XJ
12.2(2)T
12.1(5)YB

このコマンドが Cisco 1700 シリーズ ルータに追加されました。

12.1(5)XR1
12.2(4)T
12.4(20)MR

このコマンドのサポートが Cisco IAD2420 シリーズに追加されました。

使用上のガイドライン

ATM インターフェイス番号

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(2)T に統合されました。
このコマンドのサポートが Cisco 2600 シリーズ ルータおよび Cisco 3600
シリーズ ルータに追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(4)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

このコマンドを使用して回線テストのステータスおよび結果を表示し、ポート ステータス、アラーム、
設定された送信速度と実際の送信速度、および、送信エラーに関する情報を取得します。
このコマンドの出力は、Cisco 1400 シリーズ ルータの show controller atm コマンドの出力と同じよ
うに見えます。

例

ADSL：例
次に、ADSL 用に設定された CPE デバイスの show dsl interface atm コマンドの出力例を示します。
Router# show dsl interface atm0
Alcatel 20150 chipset information
ATU-R (DS)
Modem Status:
Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:
ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM:
0x01
Vendor ID:
'ALCB'
Vendor Specific: 0x0000
Vendor Country: 0x00
Capacity Used:
85%
Noise Margin:
13.5 dB
Output Power:
9.5 dBm
Attenuation:
1.5 dB
Defect Status:
None
Last Fail Code: None
Selftest Result: 0x00
Subfunction:
0x15
Interrupts:
5940 (0 spurious)

ATU-C (US)

0x1
'ALCB'
0x0000
0x0F
98%
7.0 dB
12.0 dBm
3.5 dB
None
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show dsl interface atm

PHY Access Err:
Activations:
SW Version:
FW Version:

0
1
3.670
0x1A04

Speed (kbps):
Reed-Solomon EC:
CRC Errors:
Header Errors:
Bit Errors:
BER Valid sec:
BER Invalid sec:

Interleave
0
0
0
0
0
0
0

DMT
00:
10:
20:
30:
40:
50:
60:
70:
80:
90:
A0:
B0:
C0:
D0:
E0:
F0:

Bits Per Bin
0 0 0 0 0 0 0
C C C C C C B
0 0 0 0 0 0 2
7 8 8 8 9 9 9
B B B B B B B
B B B B B B B
B B B B B B B
B B B B B B B
B B B B B B B
B B B B B B B
B B B B B B B
B B B B B B B
A A A A A A A
A A A A A A A
9 9 9 9 9 9 9
8 8 8 8 8 8 7

7
B
2
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
9
7

6
B
3
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
9
7

7
B
4
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
9
7

9
A
4
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
9
6

A
9
5
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
9
9
6

Fast
8128
0
0
0
0
0
0

B
A
6
A
B
2
B
B
B
B
B
A
A
9
8
5

C
9
6
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
9
8
5

C
0
7
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
9
8
4

Interleave
0
0
0
0

Fast
864
0
7
2

C
0
7
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
9
8
4

表 17 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 17

show dsl interface atm のフィールドの説明

フィールド

説明

Modem Status

モデムのステータス。考えられる状態は次のとおり。

DMTDSL_INVALID：エラー状態。
DMTDSL_STOP：管理上のダウン状態。
DMTDSL_INIT：回線のリスタート中。
DMTDSL_CHK_HW：必要なハードウェアの存在の確認中。
DMTDSL_DLOAD_1：init.bin ファイルのダウンロード中。
DMTDSL_DLOAD_2：運用ファームウェアのダウンロード中。
DMTDSL_MODE_CHK：ダウンロードの正常終了を確認中。
DMTDSL_DO_OPEN：ADSL_OPEN コマンドを送出。
DMTDSL_RE_OPEN：リンクを循環させる。オープンを再試行。
DMTDSL_ACTIVATING：アクティベーションの正常終了待ち。
DMTDSL_LOOPBACK：アクティベーションの実行。
DMTDSL_SHOWTIME：アクティベーションの正常終了。
DSL Mode

B-352

DSL 動作モード。
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表 17

関連コマンド

show dsl interface atm のフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

ITU STD NUM

動作モードの ITU 標準番号。

Vendor ID

ベンダー識別コード。

Vendor Specific

このルータがベンダー固有であるかどうかを示します。

Vendor Country

ベンダーが所在する国のコード。

Capacity Used

使用可能な容量の割合。

Noise Margin

雑音余裕（単位：デシベル）。

Output Power

電力出力（単位：デシベル）。

Attenuation

信号の減衰（単位：デシベル）。

Defect Status

障害のステータス。

Last Fail Code

記録されている最終の障害コード。

Selftest Result

セルフテストの結果。

Subfunction

実行中のサブファンクションのコード。

Interrupts

使用された割り込みのコード。

PHY Access Err

物理アクセス エラーの数。

Activations

ルータのアクティベーションの数。

SW Version

ソフトウェア バージョン番号。

FW Version

ファームウェア バージョン番号。

Speed

アップストリームおよびダウンストリームの場合のこのトレイン
速度。インターリーブとファスト モードの両方が表示されます。

Reed-Solomon EC

リードソロモンによる Error-Correction（EC; 誤り訂正）の統計
情報。

CRC Errors

巡回冗長検査統計情報。

Header Errors

ATM ヘッダー エラー レポート。

Bit Errors

ビット エラーの総数。

BER Valid sec

ビット誤り率有効秒数。

BER Invalid sec

ビット誤り率無効秒数。

コマンド

説明

dsl operating-mode

ATM インターフェイスのデジタル加入者線の動作モードを変更します。
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show gsm-abis efficiency
GSM 圧縮 / 圧縮解除効率の履歴を 1 秒、5 秒、1 分、5 分、および 1 時間ごとの平均で表示するには、
特権 EXEC モードで show gsm-abis efficiency コマンドを使用します。効率は、GSM データを抑制す
る圧縮 / 圧縮解除アルゴリズムを使用することで得られる帯域幅の削減割合として定義されます。

show gsm-abis efficiency [history]

シンタックスの説明

history

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

（任意）効率のグラフ表示を作成します。

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router# show gsm-abis efficiency ser0/2:0
GSM-Abis(Serial0/2:0): efficiency (1sec/5sec/1min/5min/1hr) units(%%)
compression efficiency (091/091/091/091/---) estimate
decompression efficiency (091/091/091/091/---)
Router# sh gsm eff history ser0/2:0
mwr1

04:00:00 PM Tuesday Apr 8 2008 est

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
GSM-Abis(Serial0/2:0) compression efficiency%/sec (last 60 secs)
999999999
111111111

100
90
80
70
60
50
40
30
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########*
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#########
#########
#########
#########
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20 #########
10 #########
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
GSM-Abis(Serial0/2:0) compression efficiency%/min (last 60 mins)
* = maximum eff%
# = average eff%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
GSM-Abis(Serial0/2:0) compression efficiency%/hr (last 72 hrs)
* = maximum eff%
# = average eff%

mwr1

04:00:03 PM Tuesday Apr 8 2008 est

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
GSM-Abis(Serial0/2:0) decompression efficiency%/sec (last 60 secs)
999999999
111111111

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

########*
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
GSM-Abis(Serial0/2:0) decompression efficiency%/min (last 60 mins)
* = maximum eff%
# = average eff%

100
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90
80
70
60
50
40
30
20
10
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
GSM-Abis(Serial0/2:0) decompression efficiency%/hr (last 72 hrs)
* = maximum eff%
# = average eff%

関連コマンド

B-356

コマンド

説明

clear gsm-abis

表示されている統計情報をクリアします。
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show gsm-abis errors
GSM 圧縮 / 圧縮解除に関するエラー統計カウンタを表示するには、特権 EXEC モードで show
gsm-abis errors コマンドを使用します。

show gsm-abis errors

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router# show gsm-abis errors
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_rxLostPakInd =========== 1/431956
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_txLostPakInd =========== 1/432539
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_missedPaks ============= 654/431956
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_latePaks =============== 591
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_lostPaks =============== 1
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_txReset ================= 33
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_overrun ================= 29
GSM-Abis(Serial0/2:0): compression_failures ============ 39661
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_congestion_drops ======= 39661
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_congestion_events ====== 1
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_congestion_duration(sec) == 80
GSM-Abis(Serial0/2:0): backhaul_congestion_bytes ========== 16498976
Last cleared 00:14:24

表 B-18 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 B-18

show gsm-abis errors のフィールドの説明

フィールド

説明

tx_gsmPak_failures

GSM-Abis パケットの送信に失敗しました。

txPtcl_no_memory

パーティクルが使用できません（getparticle() エ
ラーなど）。

backhaul_peer_not_ready

バックホール ピアは入力準備ができていません。

backhaul_peer_not_active

バックホール ピアはアクティブでありません。
バックホール ピアは最初にアクティブにマーク
付けされています。
バックホール ピアをピアから受信します。

backhaul_invalid_pak

受信した backhaulPak が無効です。
理由を示す errCode が戻ります。

backhaul_rxLostPakInd

受信 backhaul_lostPak インジケータ
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表 B-18

show gsm-abis errors のフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

backhaul_txLostPakInd

送信 backhaul_lostPak インジケータ

backhaul_missedPak

受信した backhaulPak が紛失したかドロップしま
した。

backhaul_latePaks

着信したバックホール パケットは txParticles に
データを入力するのに間に合いませんでした
（バックホール パケットの紛失または遅延）。

backhaul_lostPaks

バックホール パケットが紛失しました。

backhaul_txPtcl_no_memory

パーティクルが使用できません（getparticle() エ
ラーなど）。

backhaul_txReset

txBufferRing のリセットによりパケットが紛失
しました。

関連コマンド
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decompression_failures

入力 backhaulPak の圧縮解除に失敗しました。

compression_failures

入力 GSM パケットの圧縮に失敗しました。

no-backhaul_pak_available

backhaulPak バッファ用のメモリがありません。

no-backhaul_interface

設定されているリモート IP アドレスに対応する
出力インターフェイスが見つかりませんでした。

backhaul_interface_down

バックホールに使用されるインターフェイスがア
クティブではありません。

backhaul_encap_failures

pak-encap が失敗しました。

backhaul_qos_classify_drops

QoS 分類のドロップ数

rxInterrupt_failures

予期しない rxInterrupt によって紛失した Abis パ
ケットの数

abis_late

GSM-Abis rxInterrupt が遅すぎました。

abis_early

GSM-Abis rxInterrupt が早すぎました。

コマンド

説明

clear gsm-abis

表示されている統計情報をクリアします。
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show gsm-abis packets
GSM 圧縮 / 圧縮解除に関するパケット統計カウンタを表示するには、特権 EXEC モードで show
gsm-abis packets コマンドを使用します。特定の設定レベル（100 ～ 5,100 ミリ秒）で反復サブレート
サンプル数を見るには include retransmit キーワードを追加します。

show gsm-abis packets
show gsm-abis packets | include retransmit

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、show gsm-abis packets コマンドの出力例を示します。
Router# show gsm-abis packets
GSM-Abis(Serial0/2:0): packets:
rxGSM_count =================== 164011
txGSM_count ================= 164011
rxBackhaul_packets ========== 163428
txBackhaul_packets ========== 164011
rxBackhaul_bytes ============ 7649833
txBackhaul_bytes ============ 7638262
rx_sampleCount ============== 40674728
rx_suppressedCount ======== 36629047
rx_retransmittedCount ===== 0
rx_all_presentCount ======= 29
tx_sampleCount ============== 4053144
tx_presentCount =========== 66522
tx_all_presentCount ======= 8
backhaul_forced_inclusions == 1
Last cleared 00:05:27

次に、show gsm-abis packets | include retransmit コマンドの出力例を示します。
Router# show gsm-abis packet | include retransmit
rx-retransmittedCount ====== 71405

関連コマンド

コマンド

説明

clear gsm-abis

表示されている統計情報をクリアします。
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show gsm-abis peering
GSM 圧縮 / 圧縮解除のピアリングのステータス、統計情報、および履歴を表示するには、特権 EXEC
モードで show gsm-abis peering コマンドを使用します。

show gsm-abis peering [details]

シンタックスの説明

details

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

（任意）ピアリングに関する詳細情報を表示します。

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router# show gsm-abis peering ser0/2:0
GSM-Abis(Serial0/2:0): Peering Information
GSM-Abis(Serial0/2:0): Local (10.10.10.1:5555) States:
GSM-Abis(Serial0/2:0):
Connect State Is:
CONNECTED
GSM-Abis(Serial0/2:0):
Local Alarm Is:
CLEAR (NO ALARM)
GSM-Abis(Serial0/2:0):
Redundancy State:
ACTIVE
GSM-Abis(Serial0/2:0):
Local Peer Version: 1.0
GSM-Abis(Serial0/2:0): Remote (10.10.10.2:5555) States:
GSM-Abis(Serial0/2:0):
Remote Alarm Is:
CLEAR (NO ALARM)
GSM-Abis(Serial0/2:0):
Remote Peer Version: 1.0
Router# show gsm-abis peering details ser0/2:0
GSM-Abis(Serial0/2:0): Peering Information (Version 1.0) History with current state at the
bottom GSM Peering History:
Connect State Is:
-----------------DISCONNECT *Apr 26 19:00:20.303
SND_CONNECT
ACK_CONNECT
**CONNECTED
Local Peer Is:
Conn Info
---------------------- ---------CLEAR (NO ALARM)
DISCONNECT
SENDING AIS
DISCONNECT
**CLEAR (NO ALARM)
CONNECTED

System Time
------------------*Apr 26 15:48:30.568
*Apr 26 15:48:31.572
*Apr 26 15:50:57.113
System Time
------------------*Mar 1 19:00:20.303
*Apr 24 15:48:31.980
*Apr 26 15:51:04.113

Remote Peer Is:
Conn Info
Local Redundancy System Time
---------------------- ---------- ---------------- ------------------UNAVAILABLE
DISCONNECT STANDBV *Mar 1 19:00:20.303
UNAVAILABLE
DISCONNECTACTIVE
*Mar 1 15:50:57.113
RX LOF RED) ALARM CONNECTED ACTIVE *Apr 26 15:50:57.117
**CLEAR (NO ALARM)
CONNECTED ACTIVE *Apr 26 15:50:57.117
Current System Time:

B-360

*Apr 26 16:00:33.133 est

Cisco MWR 2941-DC モバイル ワイヤレス エッジ ルータ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、Release 12.4(20)MR
OL-20879-01-J

付録 B

Cisco MWR 2941-DC ルータ コマンド リファレンス
show gsm-abis peering

Peer Pak Info:
No Backhaul Interface ======= 0 packets
Backhaul Encap Failures ===== 0 packets
Get CtrlPak Failures ======== 0 packets
RX Ctrl Paks ================ 7 packets
TX Ctrl Paks ================ 11 packets
Out Of Sequence Paks ======== 1 packets
Out Of Sequence Paks ====== 0 packets
Unsolicited Connect Paks ==== 1 (times)
Unsolicited Connect Paks == 0 (times)
Remove Retransmit Errors ==== 8 (error)
Backhaul QOS classify drops = 0 packets
Peer Ctrl Type Info:
Unknown Ctrl Types ==========
Invalid Ctrl Lens ===========
Missed Keepalives ===========
Extra Keepalives ============
Peer Restarts ===============
Due to Cfg Change =========
Due to Internal Err =======
Due to Lost Keepalive =====
Due to Interface Down =====
Due to Critical Pak Lost ==
Due to Interface Cleanup ==
Due to Excess Seq No Err ==

0 (times)
0 (times)
0 (times)
0 (times)
5 (times)
2(times)
1(times)
0 (times)
0 (times)
0 (times)
0 (times)
0 (times)

Peer Ctrl Variable Info:
peer_enable =================
peer_ready ==================
connecting ==================
detectAlmErr ================

1
1
0
1

(on/off)
(on/off)
(on/off)
(on/off)

Peer Queue/Memory Info:
Retransmition Contexts Used = 1 (in use)
Data Buffers Used =========== 0 (in use)
Seq Num: tx_fsn/tx_bsn ====== 4/4
Seq Num: rx_fsn/rx_bsn ====== 4/4
Adjacent serial number: ‘FTX1021A44Q’

関連コマンド

コマンド

説明

clear gsm-abis

表示されている統計情報をクリアします。
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show gsm-abis traffic

show gsm-abis traffic
バックホール上で送受信される GSM データについて、1 秒、5 秒、1 分、5 分、および 1 時間ごとにト
ラフィック レート（単位は bps）を表示するには、特権 EXEC モードで show gsm-abis traffic コマン
ドを使用します。

show gsm-abis traffic

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router# show gsm-abis traffic
GSM-Abis(Serial1/2:0): traffic (1sec/5sec/1min/5min/1hr) units(bps)
compression traffic( 964000/ 966758/ 965928/ 965937/ 48831)
decompression traffic( 132000/ 136774/ 134428/ 134430/
6799)

関連コマンド
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コマンド

説明

clear gsm-abis

表示されている統計情報をクリアします。
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show interface switchport backup

show interface switchport backup
バックアップ スイッチポートのステータス情報を表示します。

show interface switchport backup [detail]

シンタックスの説明

detail

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

例

バックアップ インターフェイスの追加情報を表示します。

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router# show interface switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/5
Active Down/Backup Down

関連コマンド

コマンド

説明

switchport backup interface バックアップ インターフェイス ペアを設定します。
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show ip mroute

show ip mroute
マルチキャスト ルーティング（mroute）テーブルの内容を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは
特権 EXEC モードで show ip mroute コマンドを使用します。

（注）

Cisco MWR 2941-DC でサポートされているのは、PTP の冗長性のためのマルチキャスト ルーティン
グだけです。詳細については、「PTP の冗長性の設定」（P.4-24）を参照してください。

show ip mroute [vrf vrf-name] [[active [kbps] [interface type number] | bidirectional |
count [terse] | dense | interface type number | proxy | pruned | sparse | ssm | static |
summary] | [group-address [source-address]] [count [terse] | interface type number |
proxy | pruned | summary] | [source-address group-address] [count [terse] | interface
type number | proxy | pruned | summary] | [group-address] active [kbps] [interface
type number]]

シンタックスの説明

vrf vrf-name

（任意）出力をフィルタして、vrf-name 引数で指定された、マルチキャス
ト バーチャル プライベート ネットワーク（MVPN）ルーティングおよび
転送（MVRF）インスタンスに属する mroute テーブルの内容だけを表示
します。

active kbps

（任意）アクティブ ソースがマルチキャスト グループに送信されている速
度（単位：キロビット / 秒（kbps））を表示します。アクティブ ソースは、
この kbps 値またはそれ以上で送信されています。指定できる値の範囲は
1 ～ 4,294,967,295 です。kbps 値のデフォルトは 4 kbps です。

interface type number （任意）出力をフィルタして、type number 引数で指定されたインターフェ
イスに関係する mroute テーブル情報だけを表示します。
bidirectional
（任意）出力をフィルタして、mroute テーブルの双方向ルートに関する情
報だけを表示します。
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count

（任意）パケット数、パケット / 秒、平均パケットサイズ、および、バイト /
秒などのグループとソースの統計情報を表示します。

terse

（任意）出力をフィルタして、mroute テーブルの各 mroute エンティティに
対する、ソースとグループの統計情報を除いた、mroute 統計情報のサブ
セットを表示します。

dense

（任意）出力をフィルタして、mroute テーブルの dense（稠密）モード
ルートに関する情報だけを表示します。

proxy

（任意）マルチキャスト ルータで受信された Reverse Path Forwarding
（RPF）ベクトル プロキシに関する情報を表示します。

pruned

（任意）出力をフィルタして、mroute テーブルのプルーン ルートに関する
情報だけを表示します。

sparse

（任意）出力をフィルタして、mroute テーブルの希薄モード ルートに関す
る情報だけを表示します。

ssm

（任意）出力をフィルタして、mroute テーブルの Source Specific Multicast
（SSM）ルートに関する情報だけを表示します。

static

（任意）出力をフィルタして、mroute テーブルのスタティック ルートに関
する情報だけを表示します。

summary

（任意）出力をフィルタして、mroute テーブルの各エントリに対し、1 行の
簡略サマリーを表示します。
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show ip mroute

group-address

（任意）マルチキャスト グループの IP アドレス、またはドメイン ネーム シ
ステム（DNS）名

source-address

（任意）マルチキャスト ソースの IP アドレスまたは DNS 名

コマンド モード

ユーザ EXEC、特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.0(5)T

このコマンドが追加されました。

12.1(3)T

Source Specific Multicast（SSM）の U、s、および、I フラグが追加されま

12.0(23)S
12.0(30)S

vrf キーワードと vrf-name 引数が追加されました。
Multicast VPN Inter-AS Support 機能の proxy キーワード、および、v およ
び V フラグが追加されました。
vrf キーワードと vrf-name 引数が追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。vrf キー
ワードと vrf-name 引数が追加されました。
Z、Y、および、y フラグが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(27)SBC に統合されました。
terse キーワードが追加されました。
terse キーワードが追加されました。
terse キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。terse
キーワードが追加されました。Multicast VPN Inter-AS Support 機能の
proxy キーワード、および、v および V フラグが追加されました。
Multicast VPN Extranet Support 機能の E フラグが追加されました。
Multicast VPN Inter-AS Support 機能の proxy キーワード、および、v およ
び V フラグが追加されました。terse キーワードが追加されました。
Multicast VPN Inter-AS Support 機能の proxy キーワード、および、v およ
び V フラグが追加されました。
Multicast VPN Extranet Support 機能の E フラグが追加されました。
Multicast VPN Inter-AS Support 機能の proxy キーワード、および、v およ
び V フラグが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

マルチキャスト マルチレイヤ スイッチング（MMLS）の H フラグが出力
表示に追加されました。
した。

12.2(13)T
12.2(14)S
12.3
12.2(27)SBC
12.4(6)T
12.4(7)
12.2(18)SXF2
12.2(33)SRA

12.2(31)SB2

12.2(33)SXH
12.2(33)SRC
12.4(20)T
12.4(20)MR
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show ip mroute

使用上のガイドライン

show ip mroute コマンドを使用して、mroute テーブルの mroute エンティティに関する情報を表示し
ます。Cisco IOS ソフトウェアは、(*, G) エントリから (S, G) エントリを作成することで、マルチキャ
スト ルーティング テーブルに値を代入します。アスタリスク（*）は、すべてのソース アドレスを示
し、「S」は単一ソース アドレスを示し、「G」は宛先マルチキャスト グループ アドレスを示します。
(S, G) エントリの作成時に、ソフトウェアはユニキャスト ルーティング テーブルで見つかった（つま
り、Reverse Path Forwarding（RPF）によって）、該当する宛先グループへの最適なパスを使用しま
す。
clear ip mroute コマンドを使用して、mroute テーブルからエントリを削除します。

例

次に、希薄モードで動作しているルータの show ip mroute コマンドの出力例を示します。
Router# show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel,
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop, State/Mode
(*, 224.0.255.3), uptime 5:29:15, RP is 192.168.37.2, flags: SC
Incoming interface: Tunnel0, RPF neighbor 10.3.35.1, Dvmrp
Outgoing interface list:
Ethernet0, Forward/Sparse, 5:29:15/0:02:57
(192.168.46.0, 224.0.255.3), uptime 5:29:15, expires 0:02:59, flags: C
Incoming interface: Tunnel0, RPF neighbor 10.3.35.1
Outgoing interface list:
Ethernet0, Forward/Sparse, 5:29:15/0:02:57

次に、IP マルチキャスト グループ アドレスに 232.6.6.6 を指定した場合の show ip mroute コマンドの
出力例を示します。
Router# show ip mroute 232.6.6.6
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel,
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags:H - Hardware switched
Timers:Uptime/Expires
Interface state:Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 232.6.6.6), 00:01:20/00:02:59, RP 224.0.0.0, flags:sSJP
Incoming interface:Null, RPF nbr 224.0.0.0
Outgoing interface list:Null
(10.2.2.2, 232.6.6.6), 00:01:20/00:02:59, flags:CTI
Incoming interface:Ethernet3/3, RPF nbr 224.0.0.0
Outgoing interface list:
Ethernet3/1, Forward/Sparse-Dense, 00:00:36/00:02:35
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show ip mroute

次に、dense（稠密）モードで動作しているルータの show ip mroute コマンドの出力例を示します。
この出力は、cbone-audio という名前のマルチキャスト グループの IP マルチキャスト ルーティング
テーブルの内容を表示します。
Router# show ip mroute cbone-audio
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel,
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop, State/Mode
(*, 224.0.255.1), uptime 0:57:31, expires 0:02:59, RP is 224.0.0.0, flags: DC
Incoming interface: Null, RPF neighbor 224.0.0.0, Dvmrp
Outgoing interface list:
Ethernet0, Forward/Dense, 0:57:31/0:02:52
Tunnel0, Forward/Dense, 0:56:55/0:01:28
(192.168.37.100, 224.0.255.1), uptime 20:20:00, expires 0:02:55, flags: C
Incoming interface: Tunnel0, RPF neighbor 10.20.37.33, Dvmrp
Outgoing interface list:
Ethernet0, Forward/Dense, 20:20:00/0:02:52

次に、ATM インターフェイスで Protocol Independent Multicast（PIM）マルチポイント シグナリング
がイネーブルであるため、Virtual Circuit Descriptor（VCD; 仮想回線ディスクリプタ）値を表示する、
show ip mroute コマンドの出力例を示します。
Router# show ip mroute 224.1.1.1
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel,
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 224.1.1.1), 00:03:57/00:02:54, RP 172.16.0.0, flags: SJ
Incoming interface: Null, RPF nbr 224.0.0.0224.0.0.0
Outgoing interface list:
ATM0/0, VCD 14, Forward/Sparse, 00:03:57/00:02:53

show ip mroute コマンドの詳細については、『Cisco IOS IP Multicast Command Reference』を参照し
てください。

関連コマンド

コマンド

説明

clear ip mroute

mroute テーブルからエントリを削除します。
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show ip rtp header-compression

show ip rtp header-compression
Real-Time Transport Protocol（RTP）ヘッダーの圧縮統計情報を表示するには、show ip rtp
header-compression 特権 EXEC コマンドを使用します。

show ip rtp header-compression [type number] [detail]

シンタックスの説明

type number
detail

（任意）インターフェイス タイプおよび番号
（任意）各接続の詳細を表示します。
（注）

このキーワードは、Cisco MWR 2941-DC ルータではサポートされ
ません。「使用上のガイドライン」を参照してください。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3
12.1(5)T

このコマンドが追加されました。

Distributed Compressed Real-Time Transport Protocol（dCRTP）機能に関
する情報が含まれるように、このコマンド出力が変更されました。

12.3(11)T

Enhanced Compressed Real-Time Transport Protocol（ECRTP）機能に関す

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

る情報が含まれるように、このコマンド出力が変更されました。

使用上のガイドライン

Router Switch Processor（RSP）上では、show ip rtp header-compression コマンドに detail キーワー
ドを使用できません。ただし、Versatile Interface Processor（VIP）上では、show ip rtp
header-compression コマンドに detail キーワードを使用できます。VIP 上で show ip rtp
header-compression type number detail コマンドを入力すると、特定インターフェイスの RTP ヘッ
ダー圧縮に関する詳細情報が得られます。

例

次に、show ip rtp header-compression コマンドの出力例を示します。
Router# show ip rtp header-compression
RTP/UDP/IP header compression statistics:
Interface Multilink1 (compression off, IETF, RTP)
Rcvd: 0 total, 0 compressed, 0 errors
0 dropped, 0 buffer copies, 0 buffer failures
Sent: 430 total 429 compressed
15122 bytes saved, 0 bytes sent
0 efficiency improvement factor
Connect: 16 rx slots, 16 tx slots, 0 long searches, 1 misses
99% hit ratio, five minute miss rate 0 misses/sec, 0 max.
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show ip rtp header-compression

表 B-19 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 B-19

show ip rtp header-compression のフィールドの説明

フィールド

関連コマンド

説明

Interface

インターフェイスのタイプと番号

Rcvd: total

インターフェイスの受信パケット数

compressed

圧縮されたヘッダーを持つパケット数

errors

エラー数

dropped

ドロップされたパケット数

buffer copies

Cisco MWR 2941-DC ルータには適用されません。

buffer failures

Cisco MWR 2941-DC ルータには適用されません。

Sent: total

送信パケット数

compressed

圧縮されたヘッダーを持つ送信パケット数

bytes saved

圧縮の結果得られた合計削減数（バイト）

bytes sent

Cisco MWR 2941-DC ルータには適用されません。

efficiency improvement factor

圧縮により得られた効率

Connect: rx slots

受信スロット数

tx slots

送信スロット数

long searches

Cisco MWR 2941-DC ルータには適用されません。

misses

作成された新規ステート数

hit ratio

既存のステートが修正された回数

five minute miss rate

平均ミス レート

max.

最大ミス レート

negative cache

Cisco MWR 2941-DC ルータには適用されません。

コマンド

説明

ip rtp compression-connections

インターフェイス上に存在できる RTP ヘッダー圧縮接続数の合
計数を指定します。

ip rtp header-compression

RTP ヘッダー圧縮をイネーブルにします。
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show ip tcp header-compression

show ip tcp header-compression
Transmission Control Protocol（TCP）/IP ヘッダー圧縮統計情報を表示するには、ユーザ EXEC モー
ドまたは特権 EXEC モードで show ip tcp header-compression コマンドを使用します。

show ip tcp header-compression [interface-type interface-number] [detail]

シンタックスの説明

interface-type
interface-number
detail

（任意）インターフェイス タイプおよび番号
（任意）各接続の詳細を表示します。このキーワードは、特権 EXEC モー
ドだけで使用できます。

コマンド モード

ユーザ EXEC（>）
特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.4

このコマンドが追加されました。

12.2(33)SRA
12.2SX

12.4(20)MR

例

このコマンドが Cisco Release 12.4 に統合され、その他の圧縮統計情報が
コマンド出力に含まれるように変更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされまし
た。このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機
能セット、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより
異なります。
このコマンドが Cisco Release12.4(20)MR に統合されました。

次に、show ip tcp header-compression コマンドの出力例を示します。
Router# show ip tcp header-compression
TCP/IP header compression statistics:
Interface Serial2/0 (compression on, IETF)
Rcvd:
53797 total, 53796 compressed, 0 errors, 0 status msgs
0 dropped, 0 buffer copies, 0 buffer failures
Sent:
53797 total, 53796 compressed, 0 status msgs, 0 not predicted
1721848 bytes saved, 430032 bytes sent
5.00 efficiency improvement factor
Connect: 16 rx slots, 16 tx slots,
1 misses, 0 collisions, 0 negative cache hits, 15 free contexts
99% hit ratio, five minute miss rate 0 misses/sec, 0 max
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表 20 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 20

show ip tcp header-compression のフィールドの説明

フィールド

説明

Interface e12/0
(compression on, IETF)

圧縮がイネーブルであるインターフェイスのタイプおよび番号

Rcvd:

後続のフィールドに記載されている、受信統計情報

total

インターフェイスで受信された TCP パケットの合計数

compressed

圧縮された TCP パケットの合計数

errors

エラー状態で受信されたパケットの数

status msgs

ピアから受信した再同期メッセージの数

dropped

無効な圧縮のためにドロップされたパケット数

buffer copies

圧縮解除のために、より大きいバッファにコピーする必要があ
るパケットの数

buffer failures

バッファの不足のためにドロップされたパケット数

Sent:

後続のフィールドに記載されている、送信統計情報

total

インターフェイスで送信された TCP パケットの合計数

compressed

圧縮された TCP パケットの合計数

status msgs

ピアから送信された再同期メッセージの数

not predicted

コンプレッサへ最適な経路を使用しなかったパケット数

bytes saved

圧縮によって得られた合計削減数（バイト）

bytes sent

圧縮後に送信された合計バイト数

efficiency improvement
factor

TCP ヘッダー圧縮による回線効率の向上

Connect:

後続のフィールドに記載されている、接続統計情報

rx slots

受信スロット数

tx slots

送信スロット数

misses

一致しなかった回数を示します。出力の喪失比率が大きい場合
は、認められる同時圧縮接続の数は、非常に小さくなります。

collisions
negative cache hits

衝突数
ネガティブ キャッシュの合計ヒット数
（注）

free contexts

このフィールドは、TCP ヘッダー圧縮とは関係ありませ
ん。Real-Time Transport Protocol（RTP）ヘッダー圧縮
に使用されます。

フリー コンテキストの合計数
（注）

フリー コンテキスト（接続とも呼ばれる）は、TCP ヘッ
ダー圧縮に現在使用されておらず、使用可能なリソース
の数を示します。

hit ratio

ソフトウェアが一致を発見し、ヘッダーを圧縮できた回数の割
合。

Five minute miss rate in
misses/sec

長期的な喪失比率の傾向を（より正確に）観察するために、最
近 5 分間の喪失比率を計算します。

max

前のフィールドの最大値
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コマンド

説明

ip tcp
compression-connections

インターフェイス上に存在できる TCP ヘッダー圧縮接続数の合計数を
指定します。
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show mpls l2transport vc
ルータ上でレイヤ 2 パケットをルーティングするためにイネーブルにされている MPLS（AToM）仮想
回線（VC）に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show mpls l2transport vc コマンドを
使用します。

show mpls l2transport vc [vcid vc-id] | [vcid vc-id-min vc-id-max]} [interface name
[local-circuit-id]] [destination ip-address | name] [detail]

シンタックスの説明

vcid
vc-id
vc-id-min
vc-id-max
interface

（任意）表示したい特定の VC ID を入力します。

name
local-circuit-id

（任意）インターフェイスまたはサブインターフェイスの名前

（任意）VC ID 番号
（任意）表示したい VC の範囲を入力します。指定できる値の範囲は
1 ～ 4,294,967,295 です（この引数は、レガシー実装に主に使用されます）。
（任意）レイヤ 2 パケットを転送するためにイネーブルにされているルータのイン
ターフェイスまたはサブインターフェイス。このキーワードを使用すると、その
インターフェイスまたはサブインターフェイス上で VC ID を割り当てられている
VC に関する情報を表示できます。
（任意）ローカル回線に割り当てられている番号。この引数の値は次の転送タイプ
でだけサポートされます。

• ATM アダプテーション レイヤ 5（AAL5）およびセルリレーの場合は、PVC
の仮想パス識別子 / 仮想チャネル識別子（VPI/VCI）を入力します。

destination

• イーサネット VLAN の場合は、VLAN 番号を入力します。
（任意）指定したリモート ルータの VC ID を割り当てられている VC に関する
情報

ip-address
name
detail

（任意）リモート ルータの IP アドレス
（任意）リモート ルータに割り当てられている名前
（任意）VC ID を割り当てられている VC に関する詳細情報

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.1(8a)E
12.0(21)ST
12.0(22)S
12.0(23)S
12.2(14)S
12.2(14)SX
12.2(14)SZ
12.2(15)T
12.2(18)S

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(21)ST に統合されました。
このコマンドが Cisco 10720 ルータに実装されました。

interface および destination キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。
このコマンド スーパーバイザ エンジン 720 に実装されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(14)SZ に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(15)T に統合されました。
このコマンドが Cisco 7304 ルータに実装されました。
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リリース

変更点

12.0(25)S

このコマンドがトンネル選択機能および ATM セルリレー ポート モードに関する
情報を表示できるように、新しい出力とフィールドが追加されてアップデートさ
れました。

12.2(17d)SXB

スーパーバイザ エンジン 2 上のこのコマンドのサポートが Release
12.2(17d)SXB に拡張されました。

12.2(25)S

Nonstop Forwarding（NSF）、Stateful Switchover（SSO）、および Graceful
Restart（GR; グレースフル リスタート）機能に対応するように新しい出力と
フィールドが追加されて、このコマンドがアップデートされました。

12.2(28)SB

このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに実装されました。Cisco 10000 シ
リーズ ルータに対応して出力例が変更され、2 つのフィールド（SSO Descriptor
および SSM segment/switch ID）はサポートされないので出力から削除されまし
た。

12.2(33)SRA
12.2(33)SRB

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

Virtual Private LAN Services（VPLS）自動検出によって設定された疑似回線の
Forwarding Equivalence Class（FEC） 129 シグナリング情報を表示し、Any
Transport over MPLS（AToM）静的疑似回線のプロビジョニングをサポートする
ように、このコマンドがアップデートされました。

12.2(33)SXH
12.2(33)SRC

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXH に統合されました。

QinQ および MPLS アクセス機能の H-VPLS N-PE 冗長性の一部として、送信さ
れた、および、受信した MAC アドレス回収メッセージの数を表示するよう、こ
のコマンドがアップデートされました。
疑似回路ステータスシグナリング機能のために設定されたピア ルータ間の疑似回
路ステータス表示するよう、このコマンドがアップデートされました。

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

使用上のガイドライン

コマンドにキーワードと引数が何も指定されない場合は、すべての VC のサマリーが表示されます。

例

コマンドの出力は、AToM VC を経由して転送されるレイヤ 2 パケットのタイプによって異なります。
次に、ルータ上でさまざまなレイヤ 2 パケットを転送するように設定されたインターフェイスおよび
VC に関する情報の表示例を示します。
Router# show mpls l2transport vc
Local intf
------------AT4/0
AT4/0
AT4/0.300

Local circuit
-----------------ATM AAL5 0/100
ATM AAL5 0/200
ATM AAL5 0/300

Dest address
--------------10.0.0.1
10.0.0.1
10.0.0.1

VC ID
---------100
200
300

Status
---------UP
UP
UP

表 B-21 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 B-21
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show mpls l2transport vc のフィールドの説明

フィールド

説明

Local intf

レイヤ 2 パケットを転送するためにイネーブルにされているローカル ルータの
インターフェイス。
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表 B-21

show mpls l2transport vc のフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

Local circuit

ローカル回線のタイプおよび番号（該当する場合）。このカラムに表示される出
力は、転送タイプによって異なります。

• ATM セルリレーおよび AAL5 の場合、出力には PVC の VPI/VCI が表示さ
れます。

• イーサネット VLAN の場合、出力には VLAN 番号が表示されます。

Dest address

VC の他端にあるリモート ルータのインターフェイスの IP アドレス。

VC ID

ルータ上のインターフェイスに割り当てられている VC 識別子。

Status

VC のステータス。ステータスは、次のいずれかの状態になります。
• UP：VC は 2 つの VC エンドポイント間でトラフィックを伝送できる状態
です。VC はインポジションおよびディスポジション インターフェイスの両
方がプログラミングされている場合にアップになります。

– ディスポジション インターフェイスは、VC が設定されていて、クライ
アント インターフェイスがアップになっている場合にプログラミング
されています。

– インポジション インターフェイスは、ディスポジション インターフェ
イスがプログラミングされていて、リモート VC ラベルおよび Interior
Gateway Protocol（IGP）ラベルが存在する場合にプログラミングされ
ています。バックツーバック設定では IGP ラベルは暗黙的にヌルに設
定できます。IGP ラベルは、ピアに対するラベル スイッチド パス
（LSP）が存在することを意味します。
• DOWN：VC は 2 つの VC エンドポイント間でトラフィックを伝送する準
備ができていません。detail キーワードを使用して、VC がダウンしている
理由を確認します。

• ADMIN DOWN：VC はユーザによりディセーブルにされています。
• RECOVERING：VC は Stateful Switchover から復元中です。
次に、NSF/SSO およびグレースフル リスタート機能に関する情報を表示する例を示します。SSO の部
分にはチェックポイント データが（アクティブ側で）送信されたか、（スタンバイ側で）受信されたこ
とが示されます。SSO データが正常に送信されなかった場合または解放された場合には、SSO 情報は
表示されません。
Router# show mpls l2transport vc detail
Local interface: Fa0/1.1 down, line protocol down, Eth VLAN 2 up
Destination address: 10.55.55.2, VC ID: 1002, VC status: down
Output interface: Fa0/0, imposed label stack {16}
Preferred path: not configured
Default path: active
Tunnel label: imp-null, next hop point2point
Create time: 02:03:29, last status change time: 02:03:26
Signaling protocol: LDP, peer 10.55.55.2:0 down
MPLS VC labels: local 16, remote unassigned
Group ID: local 0, remote unknown
MTU: local 1500, remote unknown
Remote interface description:
Sequencing: receive disabled, send disabled
SSO Descriptor: 10.55.55.2/1002, local label: 16
SSM segment/switch IDs: 12290/8193, PWID: 8193
VC statistics:
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packet totals: receive 0, send 0
byte totals:
receive 0, send 0
packet drops: receive 0, send 0

表 B-22 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 B-22

show mpls l2transport vc のフィールドの説明

フィールド

説明

Local interface

レイヤ 2 パケットを送受信するためにイネーブルにされているローカル ルータ
のインターフェイス。インターフェイスは、転送タイプによって異なります。
出力にはインターフェイスのステータスも表示されます。

line protocol

エッジ方向のインターフェイス上の回線プロトコルのステータス

Destination address

この VC に指定されているリモート ルータの IP アドレス。mpls l2transport
route コマンドの一部として宛先 IP アドレスを指定します。

VC ID

ルータ上のインターフェイスに割り当てられている VC 識別子

VC status

VC のステータス。次のいずれかの状態になります。
UP：VC は 2 つの VC エンドポイント間でトラフィックを伝送できる状態で
す。VC はインポジションおよびディスポジション インターフェイスの両方が
プログラミングされている場合にアップになります。
• ディスポジション インターフェイスは、VC が設定されていて、クライア
ント インターフェイスがアップになっている場合にプログラミングされて
います。

• インポジション インターフェイスは、ディスポジション インターフェイ
スがプログラミングされていて、リモート VC ラベルおよび IGP ラベルが
存在する場合にプログラミングされています。バックツーバック設定では
IGP ラベルは暗黙的にヌルに設定できます（IGP ラベルは、ピアに対する
LSP が存在することを意味します）。

DOWN：VC は 2 つの VC エンドポイント間でトラフィックを伝送する準備が
できていません。
ADMIN DOWN：VC はユーザによりディセーブルにされています。
Output interface

レイヤ 2 パケットを送受信するためにイネーブルにされているリモート ルータ
のインターフェイス

imposed label stack

VC を PE ルータに送信するために使用される MPLS ラベル スタックのサマ
リー

Preferred path

VC に割り当てられたパスおよびそのパスのステータス。パスは、MPLS トラ
フィック エンジニアリング トンネルまたは、PE ルータの IP アドレスまたは
ホスト名です。

Default path

デフォルト パスのステータス。disabled または active です。
デフォルトでは、推奨パスに障害が発生した場合、ルータはデフォルト パスを
使用します。ただし、推奨パスの障害時にデフォルト パスを使用しないように
ルータを設定するには、preferred-path コマンドに disable-fallback キーワー
ドを指定します。
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Create time

VC がプロビジョニングされた時刻

last status change
time

VC の状態が最後に変化した時刻
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表 B-22

show mpls l2transport vc のフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

Signaling protocol

MPLS ラベルの送信に使用されたプロトコル タイプ。出力にはピア ルータの
ステータスも表示されます。

MPLS VC labels

ローカル VC ラベルはディスポジション ラベルです。このラベルにより MPLS
バックボーンから着信するパケットの出力インターフェイスが決まります。リ
モート VC ラベルはリモート ピア ルータのディスポジション VC ラベルです。

Group ID

ローカル グループ ID は VC をローカルでグループ化するために使用します。
リモート グループ ID はピアが複数の VC をグループ化するために使用します。

MTU

ローカルおよびリモート インターフェイスに指定されている Maximum

Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）
Remote interface
description

レイヤ 2 パケットを送受信するためにイネーブルにされているリモート ルータ
のインターフェイス

Sequencing

順序外パケットのシーケンシングがイネーブルかディセーブルかを示します。

Tunnel label

出力インターフェイスを持つ宛先ルータに MPLS バックボーンを経由してパ
ケットをルーティングするために使用される IGP ラベル。出力の最初の部分に
はラベルのタイプが表示されます。出力の次の部分にはルート情報が表示され
ます。
このトンネル ラベル情報には、次のいずれかの状態が表示されます。

• imp-null：プロバイダー（P）ルータがなく、トンネル ラベルは使用され
ません。このほか、imp-null が PE ルータ間のトラフィック エンジニアリ
ング トンネルを示す場合があります。

• unassigned：ラベルは割り当てられていません。
• no route：ラベルがルーティング テーブル内にありません。
• no adjacency：ネクストホップの隣接が見つかりません。
• not ready, no route ：ピアの IP ルートがルーティング テーブル内に存在し
ません。

• not ready, not a host table ：ルーティング テーブル内にあるリモート ピア
ルータのルートがホスト ルートではありません。

• not ready, Cisco Express Forwarding disabled ：シスコ エクスプレス フォ
ワーディングがディセーブルです。

• not ready, label forwarding information base (LFIB) disabled：MPLS ス
イッチング サブシステムがディセーブルです。

• not ready, LFIB entry present ：トンネル ラベルは Label Forwarding
Information Base（LFIB; ラベル転送情報ベース）内に存在しますが、VC
がダウンしています。

SSO Descriptor

情報がチェックポイントの対象となる VC を示します。

local label

チェックポイントされた（アクティブ ルート プロセッサ（RP）上で送信され、
スタンバイ RP で受信された）ローカル ラベルの値

SSM
segment/switch IDs

この VC のコントロール プレーンおよびデータ プレーンのコンテキストを参
照するために使用される ID。このデータは、カスタマー向けではなくシスコ
の担当者がトラブルシューティングの目的で使用します。Source Specific
Multicast（SSM）ID の後に「used」という語が続く場合、チェックポイント
データは正常に送信され、解放されていません。
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関連コマンド
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show mpls l2transport vc のフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

PWID

前述のセグメントのスイッチング コンテキストと MPLS スイッチング コンテ
キストを関連付けるためにデータ プレーン内で使用される PW ID。このデー
タは、カスタマー向けではなくシスコの担当者がトラブルシューティングの目
的で使用します。

packet totals

送受信パケット数。受信パケットは MPLS コアから受信した AToM パケット
です。送信パケットは MPLS コアに送信した AToM パケットです。ドロップ
されたパケットは、この数には含まれません。

byte totals

コア方向のインターフェイスで送受信されたバイト数。ペイロード、制御ワー
ド（ある場合）、および AToM VC ラベルが含まれます。

packet drops

ドロップされたパケット数

コマンド

説明

show mpls l2transport
summary

ルータ上で AToM レイヤ 2 パケットをルーティングするためにイ
ネーブルにされている VC に関するサマリー情報を表示します。
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show network-clocks

show network-clocks
ルータ上に設定されたネットワーク クロックに関する情報を表示するには、show network-clocks コ
マンドを使用します。コマンドは、設定されているすべてのクロックのプライオリティと状態、およ
び、現在選択されているクロックを表示します。

show network-clocks

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.1
12.2(33)SRA
12.2SX

このコマンドが追加されました。

例

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。こ
のトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セット、
プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なります。

12.2(33)SRD1

このコマンドは、7600-ES+ITU-2TG および 7600-ES+ITU-4TG の BITS ク
ロック情報を表示するように変更されました。

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

次に、show network-clocks コマンドの使用例を示します。
Router# show network-clocks
Network Clock Configuration
Priority Source
Status
Type
Selected
--------------------------------------------------------------01
Packet Timing
NOT OK
Packet Timing N
02
E1 0/15
OK
E1/T1
Y
03
BITS
NOT OK
BITS
N
04
E1 0/14
OK
E1/T1
N
--------------------------------------------------------------Current Clock State LOCK
clock input Stratum level: 3
mode : Revertive
hold-timeout 900 sec
---------------------------------------------------------------

関連コマンド

コマンド

説明

set network-clock-select
force-reselect

このコマンドを使用すると、ルータはネットワーク クロックを再選
択します。
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show platform hardware

show platform hardware
Cisco MWR 2941-DC 上のハードウェア デバイスの状態を表示するには、show platform hardware コ
マンドを使用します。コマンドは、トラブルシューティングとデバッグの目的のために、Cisco MWR
2941-DC 上のハードウェア デバイスに関する情報を表示します。

show platform hardware {adrian | bits | cpld | cpu | ethernet | fio | hwic | rtm | stratum
| ufe winpath {dmlp | gre-tunnel | iw {fragment | qnode}} } [detail] [stats]

シンタックスの説明

adrian
bits
cpld
cpu
ethernet

adrian ハードウェアに関する情報を表示します。
BITS ハードウェアに関する情報を表示します。
CPLD ハードウェアに関する情報を表示します。
CPU に関する情報を表示します。
Cisco MWR 2941-DC 上のイーサネット インターフェイスに関する情報を表示し
ます。

fio
hwic
rtm

FIO fpga ハードウェアに関する情報を表示します。
Cisco MWR 2941-DC にインストールされた HWIC に関する情報を表示します。
RTM モジュール（ASM-M2900-TOP ドーター カード）に関する情報を表示しま
す。

stratum
ufe
winpath
dmlp

stratum ハードウェアに関する情報を表示します。
UFE ハードウェアに関する情報を表示します。
Winpath ハードウェアに関する情報を表示します。
Distributed Multilink Point-to-Point Protocol（dMLPPP）オフロードに関する情
報を表示します。

gre-tunnel

Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネル オフロードに関する情報を表示
します。

iw
fragment
qnode
detail
stats

Winpath インターワーキングに関する情報を表示します。
Winpath IP パケット フラグメンテーションに関する情報を表示します。
Winpath Qnode に関する情報を表示します。
その他の Cisco MWR 2941-DC ハードウェアに関する情報を表示します。
RTM 統計情報を表示します。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。

関連コマンド

B-380

コマンド

説明

show controller

システム コントローラの状態を表示します。
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show policy-map

show policy-map
指定されたサービス ポリシー マップのすべてのクラスまたは既存のポリシー マップのすべてのクラス
の設定を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで show policy-map コマンドを
使用します。

show policy-map [policy-map]

シンタックスの説明

policy-map

コマンドのデフォルト

すべての既存のポリシー マップ コンフィギュレーションが表示されます。

コマンド モード

ユーザ EXEC（>）
特権 EXEC（#）

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)T
12.0(5)XE
12.0(7)S
12.1(1)E
12.2(4)T

このコマンドが追加されました。

12.2(8)T

このコマンドは、Policer Enhancement（Multiple Actions 機能）および
Weighted Random Early Detection（WRED）（明示的輻輳通知（ECN）機
能）のために変更されました。

12.2(13)T

次の変更が実施されました。

（任意）全設定を表示するサービス ポリシー マップの名前 最大 40 字の名
前を指定できます。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(7)XS に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(1)XE に統合されました。

2 レート トラフィック ポリシングに対してバースト パラメータおよび関連
付けられたアクションを表示するようにこのコマンドは変更されました。

• パーセントベース ポリシングおよびシェーピング機能のために出力が
変更されました。

• このコマンドはモジュラ QoS コマンドライン インターフェイス
（MQC）無条件パケット廃棄機能の一部として変更されました。トラ
フィック クラスは、特定のクラスに属するパケットを廃棄するように
設定されます。

• このコマンドは、拡張パケット マーキング機能のために変更されまし
た。マッピング テーブル（テーブル マップ）を使用して、
packet-marking の値を変換し、送信できます。

12.2(15)T

フレーム リレーの音声適応トラフィック シェーピング情報の表示をサポー
トするように変更されました。

12.0(28)S

このコマンドの出力が変更され、QoS（パーセントベース ポリシング機能）
が、認定（適合）バースト サイズ（bc）および超過（ピーク）バースト サ
イズ（be）をミリ秒（ms）単位で表示するようになりました。

12.2(14)SX

このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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show policy-map

リリース

変更点

12.2(17d)SXB

このコマンドは Supervisor Engine 2 で実装され、Cisco IOS Release
12.2(17d)SXB に統合されました。

12.2(28)SB

このコマンドは Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合され、レイヤ 2 トン
ネル プロトコル バージョン 3（L2TPv3）トンネル マーキングに関する情
報を表示するように変更されました。

12.2(31)SB2

このコマンドは、トラフィック クラスに関して設定された帯域幅残量割合
および ATM オーバーヘッド アカウンティングを表示するように機能拡張
され、Cisco 10000 シリーズ ルータ PRE3 に実装されました。

12.2(33)SRA
12.2(33)SRC
12.4(15)T2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

Cisco 7600 シリーズ ルータのサポートが追加されました。
このコマンドは、Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネル マーキ
ングに関する情報を表示するように変更されました。
（注）

12.2(33)SB

このコマンドは、GRE トンネル マーキングに関する情報を表示するように
変更され、Cisco 7300 シリーズ ルータのサポートが追加されました。この
コマンドの出力は、PRE3 用と PRE4 用の Cisco 10000 シリーズ ルータで
変更されました。

Cisco IOS XE 2.1

このコマンドは Cisco IOS XE Release 2.1 に統合され、Cisco ASR 1000 シ
リーズ ルータ上に実装されました。

12.4(20)T

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

このリリースの場合、Cisco MGX ルート プロセッサ モジュール
（RPM-XF）プラットフォームだけで GRE トンネル マーキングが
サポートされます。

モジュール式 Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス
（CLI）（MQC）を使用した階層型キューイング フレームワーク（HQF）の
サポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

show policy-map コマンドは、policy-map コマンドを使用して作成されたポリシー マップ コンフィ
ギュレーションを表示します。ポリシー マップがインターフェイスに付加されているかどうかにかか
わらず、show policy-map コマンドを使用して、既存のサービス ポリシー マップを構成するすべての
クラス設定を表示できます。コマンドは次を表示します。
• インターフェイスで ECN がイネーブルである場合にかぎり、ECN マーキング情報。
• 輻輳時にクラス キューに割り当てるために未使用（過剰）帯域幅の量を計算するように設定およ
び使用されている場合は、帯域幅残量割合設定および統計情報。

例

このセクションは、一般的な show policy-map コマンドのサンプル出力を示します。使用されるイン
ターフェイスまたはプラットフォーム、および、イネーブルにされたオプション（Weighted Fair
Queueing（WFQ）など）によって、表示される出力は次に示すものと若干異なります。

• 「トラフィック ポリシング：例」（P.B-383）
• 「2 レート トラフィック ポリシング：例」（P.B-383）
• 「複数トラフィック ポリシング アクション：例」（P.B-384）
• 「明示的輻輳通知：例」（P.B-385）
• 「パーセントベース ポリシングおよびシェーピング：例」（P.B-386）
• 「帯域幅残量割合：例」（P.B-387）

B-382
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show policy-map

• 「トンネル マーキング：例」（P.B-388）
トラフィック ポリシング：例
次は、show policy-map コマンドの出力例です。この出力例は、「policy1」という名前のポリシー マッ
プの内容を表示します。policy 1 では、20% の認定情報レート（CIR）に基づくトラフィック ポリシン
グが設定されており、bc および be がミリ秒の単位で指定されています。トラフィック ポリシング設定
の一部として、任意の適合アクション、超過アクションおよび違反アクションが指定されています。
Router# show policy-map policy1
Policy Map policy1
Class class1
police cir percent 20 bc 300 ms pir percent 40 be 400 ms
conform-action transmit
exceed-action drop
violate-action drop

表 23 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 23

トラフィック ポリシングの場合に設定される show policy-map のフィールドの説明

フィールド

説明

Policy Map

表示されているポリシー マップの名前

Class

表示されたポリシー マップ内に設定されたクラスの名前

police

帯域幅の割合に基づいたトラフィック ポリシングがイネーブルにされて
いることを示します。認定バースト（Bc）サイズおよび超過バースト
（Be）サイズがミリ秒（ms）単位で設定されており、任意の適合アク
ション、超過アクションおよび違反アクションが指定されています。

2 レート トラフィック ポリシング：例
次に 2 レート トラフィック ポリシングが設定されている場合の show policy-map コマンドの出力例を
示します。次に示すように、2 レート トラフィック ポリシングは、「police」という名前のクラスに設
定されています。クラス police は、「policy1」という名前のポリシー マップ内に設定されています。
2 レート トラフィック ポリシングは、500 kbps の平均認定レートと 1 Mbps のピーク レートにトラ
フィックを制限するように設定されています。
Router(config)# class-map police
Router(config-cmap)# match access-group 101
Router(config-cmap)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class police
Router(config-pmap-c)# police cir 500000 bc 10000 pir 1000000 be 10000 conform-action
transmit exceed-action set-prec-transmit 2 violate-action drop
Router(config-pmap-c)# interface serial3/0
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface serial3/0
Router(config-if)# service-policy output policy1
Router(config-if)# end

次に、「policy1」というポリシー マップの内容の出力例を示します。
Router# show policy-map policy1
Policy Map policy1
Class police
police cir 500000 conform-burst 10000 pir 1000000 peak-burst 10000 conform-action
transmit exceed-action set-prec-transmit 2 violate-action drop
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show policy-map

平均認定レート（500 kbps）に適合するとマーク付けされたトラフィックが、そのまま送信されます。
500 kbps を超過するが、1 Mbps は超過しないとマーク付けされているトラフィックは、IP Precedence
2 とマーク付けされて送信されます。1 Mbps を超過するすべてのトラフィックは、ドロップされます。
バースト パラメータは、10000 バイトと設定されます。
表 24 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 24

2 レート トラフィック ポリシングの場合に設定される show policy-map のフィールドの説明

フィールド

説明

police

トラフィック ポリシングをイネーブルにするために police コマンドが設定
されていることを示します。また、パケットのマーキングに使用される、
指定された CIR、認定バースト サイズ（bc）、ピーク情報レート（PIR）、
および、ピーク バースト（BE）サイズも表示します。

conform-action

指定した比率に適合するパケットに実行されるアクションを表示します。

exceed-action

指定した比率を超えるパケットに実行されるアクションを表示します。

violate-action

指定した比率に違反するパケットに実行されるアクションを表示します。

複数トラフィック ポリシング アクション：例
次に、Policer Enhancement（Multiple Actions 機能）が設定されている場合の show policy-map コマ
ンドの出力例を示します。次の show policy-map コマンドの出力例は、「police」という名前のサービ
ス ポリシーの設定を示します。このサービス ポリシーでは、例に示されるように CIR または PIR への
適合、超過、または、違反としてマーキングされたパケットに対して複数のアクションを許可するよう
にトラフィック ポリシングが設定されています。
Router# show policy-map police
Policy Map police
Class class-default
police cir 1000000 bc 31250 pir 2000000 be 31250
conform-action transmit
exceed-action set-prec-transmit 4
exceed-action set-frde-transmit
violate-action set-prec-transmit 2
violate-action set-frde-transmit

指定された CIR（1,000,000 bps）に適合しているパケットは適合パケットとしてマーキングされます。
これらは変更なしに送信されます。
指定された CIR を超過しているが、指定された PIR（2,000,000 bps）を超えていないパケットは、超
過パケットとしてマーキングされます。これらのパケットは、IP precedence レベルが 4 に、Discard
Eligibility（DE）ビットが 1 に設定されて送信されます。
指定された PIR を超えているパケットは、違反パケットとしてマーキングされます。これらのパケッ
トは、IP precedence レベルが 2 に、DE ビットが 1 に設定されて送信されます。

（注）

B-384

アクションは、police コマンドの action 引数を使用して指定されます。使用可能なアクションの詳細
については、police コマンドのリファレンス ページを参照してください。
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表 25 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 25

複数トラフィック ポリシング アクションの場合に設定される show policy-map のフィールドの
説明

フィールド

説明

police

トラフィック ポリシングをイネーブルにするために police コマン
ドが設定されていることを示します。また、パケットのマーキン
グに使用される、指定された CIR、BC、PIR、および、BE も表示
します。

conform-action

指定した比率に適合するパケットに実行されるアクションを表示
します。

exceed-action

指定した比率を超えるパケットに実行されるアクションを表示し
ます。

violate-action

指定した比率に違反するパケットに実行されるアクションを表示
します。

明示的輻輳通知：例
次に、WRED（明示的輻輳通知（ECN）機能）が設定されている場合の show policy-map コマンドの
出力例を示します。出力に含まれる「explicit congestion notification」という単語（および ECN マー
キング情報）は ECN がイネーブルにされていることを示します。
Router# show policy-map
Policy Map pol1
Class class-default
Weighted Fair Queueing
Bandwidth 70 (%)
exponential weight 9
explicit congestion notification
class
min-threshold
max-threshold
mark-probability
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
1
2
3
4
5
6
7
rsvp

-

-

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
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show policy-map

表 26 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 26

ECN の場合に設定される show policy-map のフィールドの説明

フィールド

説明

explicit congestion notification

明示的輻輳通知がイネーブルであることを示します。

class

IP precedence 値

min-threshold

最小しきい値。パケット数の WRED 最小しきい値。

max-threshold

最大しきい値。パケット数の WRED 最大しきい値。

mark-probability

平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされたパケッ
トの割合。

パーセントベース ポリシングおよびシェーピング：例
次に、一方が「policy1」、もう一方が「policy2」という名前の 2 個のサービス ポリシー マップの内容
の例を示します。policy1 では、50% の CIR に基づいたトラフィック ポリシングが設定されています。
policy2 では、35% の平均レートに基づいたトラフィック シェーピングが設定されています。
Router# show policy-map policy1
Policy Map policy1
class class1
police cir percent 50
Router# show policy-map policy2
Policy Map policy2
class class2
shape average percent 35

次に、「po1」という名前のサービス ポリシー マップの内容を表示する例を示します。
Router# show policy-map po1
Policy Map po1
Weighted Fair Queueing
Class class1
Bandwidth 937 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Class class2
Bandwidth 937 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Class class3
Bandwidth 937 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Class class4
Bandwidth 937 (kbps) Max thresh 64 (packets)

次に、ルータのすべてのポリシー マップの内容を表示する例を示します。
Router# show policy-map
Policy Map poH1
Weighted Fair Queueing
Class class1
Bandwidth 937 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Class class2
Bandwidth 937 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Class class3
Bandwidth 937 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Class class4
Bandwidth 937 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Policy Map policy2
Weighted Fair Queueing
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show policy-map

Class class1
Bandwidth 300 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Class class2
Bandwidth 300 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Class class3
Bandwidth 300 (kbps) Max thresh 64 (packets)
Class class4
Bandwidth 300 (kbps) Max thresh 64 (packets)

表 27 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 27

パーセントベース ポリシングおよびシェーピングの場合に設定される show policy-map の
フィールドの説明

フィールド

説明

Policy Map

表示されているポリシー マップの名前

Weighted Fair Queueing

Weighted Fair Queueing（WFQ）がイネーブルにされていることを示し
ます。

Class

表示されたポリシー マップ内に設定されたクラスの名前

Bandwidth

このクラスに設定された帯域幅（単位：kbps）

Max threshold

最大しきい値。パケット数の WRED 最大しきい値。

帯域幅残量割合：例
次に、vlan10_policy という名前のポリシーマップの class-default クラスの帯域幅残量割合が 10 であ
ることを示す show policy-map コマンドの出力例を示します。輻輳が発生すると、スケジューラは
class-default トラフィックに他のサブインターフェイスに関して割り当てられている未使用の帯域幅の
10 倍を割り当てます。
Router# show policy-map vlan10_policy
Policy Map vlan10_policy
Class class-default
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)
bandwidth remaining ratio 10
service-policy child_policy

表 28 に、この出力に表示されているフィールドの説明を示します。
表 28

帯域幅残量割合の場合に設定される show policy-map のフィールドの設定

フィールド

説明

Policy Map

表示されているポリシー マップの名前

Class

表示されているポリシー マップ内のクラスの名前

Average Rate Traffic Shaping

平均レート トラフィック シェーピングが設定されていることを示
します。

cir

トラフィックのシェーピングに使用される認定情報レート（CIR）

bandwidth remaining ratio

超過帯域幅の割り当てに使用される比率を示します。
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show policy-map

トンネル マーキング：例
この show policy-map コマンドの出力例では、文字列「ip precedence tunnel 4」がトンネル マーキン
グ（L2TPv3 または GRE）が設定されており、トンネリングされるパケット ヘッダーの IP precedence
値が 4 に設定されていること示しています。
Router# show policy-map
Policy Map TUNNEL_MARKING
Class MATCH_FRDE
set ip precedence tunnel 4

表 29 に、この出力に表示されているフィールドの説明を示します。
表 29

関連コマンド
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トンネル マーキングの場合に設定される show policy-map のフィールドの説明

フィールド

説明

Policy Map

表示されているポリシー マップの名前

Class

表示されているポリシー マップ内のクラスの名前

set ip precedence tunnel

トンネル マーキングが設定されていることを示します。

コマンド

説明

bandwidth

ポリシー マップに属するクラスに対して割り当てられる帯域幅を
指定、または変更し、ATM オーバーヘッド アカウンティングをイ
ネーブルにします。

class（ポリシー マップ）

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更す
るクラスの名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default
クラスとして知られるクラス）を指定します。

class–map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス
マップを作成します。

drop

特定のクラスに属するパケットを廃棄するようにトラフィック ク
ラスを設定します。

police

トラフィック ポリシングを設定します。

police（2 つのレート）

2 レート、CIR および PIR を使用してトラフィック ポリシングを
設定します。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシー
を指定するためのポリシー マップを作成または変更します。

shape

指定されたアルゴリズムに従って指示されたビット レートにトラ
フィックをシェーピングし、ATM オーバーヘッド アカウンティン
グをイネーブルにします。

show policy-map class

指定されたポリシー マップの指定されたクラスの設定を表示し
ます。

show policy-map interface

指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、ある
いはそのインターフェイス上の特定の PVC のすべてのサービス ポ
リシーに設定されているすべてのクラスのパケット統計情報を表
示します。

show running-config

ルータの現在の設定を表示します。設定すると、コマンド出力に
ATM オーバーヘッド アカウンティングに関する情報が含まれます。
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show policy-map

コマンド

説明

show table-map

指定されたテーブル マップまたはすべてのテーブル マップの設定
を表示します。

table-map（値マッピング）

1 つの packet-marking 値を別の値にマッピングおよび変換するた
めの、マッピング テーブルを作成します。
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show policy-map interface

show policy-map interface
インターフェイスに付加された入力ポリシーおよび出力ポリシーの統計情報と設定を表示するには、
ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで show policy-map interface コマンドを使用します。

show policy-map interface [type access-control] type number [vc [vpi/] vci] [dlci dlci]
[input | output]

シンタックスの説明

type access-control
type
number
vc
vpi/

（任意）対象のプロトコル スタック内を検索するために正確なパターンを
決定するように設定されたクラス マップを表示します。
ポリシー 設定が表示されるサブインターフェイスのインターフェイス タイ
プ。
ポート、コネクタ、または、インターフェイス カードの番号。
（任意）ATM インターフェイスの場合にだけ、指定された PVC のポリシー
設定を表示します。
（任意）この相手先固定接続（PVC）の ATM ネットワーク仮想パス識別子
（VPI）。Cisco 7200 および 7500 シリーズ ルータで、この値範囲は 0 ～ 255
です。

vpi および vci 引数は両方を 0 に設定できません。一方が 0 の場合、もう一
方は 0 にできません。
前方スラッシュ（/）と vpi 値の両方がない場合、vpi 値のデフォルトは 0
です。この値が省略されたときは、指定された ATM インターフェイスま
たはサブインスタンスの仮想回線（VC）の情報が表示されます。

vci

（任意）この PVC の ATM ネットワーク仮想チャネル識別子（VCI）。この
値は 0 ～ 1 の範囲で、atm vc-per-vp コマンドによってこのインターフェ
イスに対して設定された最大値未満です。一般的に、0 ～ 31 の低いほうの
値は、特定のトラフィック（F4 Operation, Administration, and
Maintenance（OAM）、相手先選択接続（SVC）シグナリング、Integrated
Local Management Interface（ILMI; 統合ローカルマネジメント インター
フェイス）など）のために予約されており、使用できません。

VCI は、ATM セルのヘッダーの 16 ビット フィールドです。VCI 値はロー
カルにだけ意味があるため、単一リンク上でだけ一意であり、ATM ネット
ワーク全体では一意ではありません。

dlci
dlci

input
output
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vpi および vci 引数は両方を 0 に設定できません。一方が 0 の場合、もう一
方は 0 にできません。
（任意）ポリシー設定が表示される特定の PVC を示します。
（任意）インターフェイスで使用される、特定のデータリンク接続識別子
（DLCI）番号。DLCI が指定された場合、対応する PVC のポリシー設定が
表示されます。
（任意）入力ポリシーに添付された統計情報が表示されることを示します。
（任意）出力ポリシーに添付された統計情報が表示されることを示します。
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show policy-map interface

コマンドのデフォルト

slot

（ATM 共有ポート アダプタのみ）シャーシ スロット番号。スロット情報に
ついては該当するハードウェア マニュアルを参照してください。SPA
Interface Processor（SIP; SPA インターフェイス プロセッサ）については、
プラットフォーム固有の SPA ハードウェア インストレーション ガイドま
たはプラットフォーム固有の SPA ソフトウェア設定ガイドの対応する
「Identifying Slots and Subslots for SIPs and SPAs」トピックを参照してく
ださい。

/subslot

（ATM 共有ポート アダプタのみ）SPA がインストールされている場合の
SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）の第 2 スロット番号。サブス
ロット情報については、プラットフォーム固有の SPA ハードウェア インス
トレーション ガイドおよびプラットフォーム固有の SPA ソフトウェア設定
ガイドの対応する「Specifying the Interface Address on an SPA」トピック
を参照してください。

/port

（ATM 共有ポート アダプタのみ）ポートまたはインターフェイス番号。
ポート情報については該当するハードウェア マニュアルを参照してくださ
い。SPA については、プラットフォーム固有の SPA ソフトウェア設定ガイ
ドの対応する「Specifying the Interface Address」トピックを参照してくだ
さい。

.subinterface

（ATM 共有ポート アダプタのみ、任意）サブインターフェイス番号。期間
に優先する番号は、このサブインターフェイスが属する番号に一致する必
要があります。指定できる値の範囲は 1 ～ 4,294,967,293 です。

interface-type

（任意）インターフェイス タイプ。想定される有効値は、ethernet、
fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および
ge-wan です。

interface-number

（任意）モジュール番号およびポート番号。有効な値については、「使用上
のガイドライン」セクションを参照してください。

null 0
vlan vlan-id
detailed
class class-name
port-channel
channel-number

（任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 だけです。
（任意）VLAN ID を指定します。有効値の範囲は 1 ～ 4094 です。
（任意）その他の統計情報を表示します。
（任意）指定したクラスの QoS ポリシー アクションを表示します。
（任意）EtherChannel ポートチャネル インターフェイスを表示します。

指定されたインターフェイスまたはサブインターフェイス、あるいはそのインターフェイス上の特定の
相手先固定接続（PVC）のすべてのサービス ポリシーに設定されているすべてのクラスのパケット統
計情報を表示します。
前方スラッシュ（/）と vpi 値の両方がない場合、vpi 値のデフォルトは 0 です。この値が省略されたと
きは、指定された ATM インターフェイスまたはサブインスタンスの仮想回線（VC）の情報が表示さ
れます。

コマンド モード

特権 EXEC（#）

ATM 共有ポート アダプタ
ユーザ EXEC（>）
特権 EXEC（#）
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show policy-map interface

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(5)T
12.0(5)XE
12.0(7)S
12.0(28)S

このコマンドが追加されました。

12.1(1)E
12.1(2)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(7)S に統合されました。
このコマンドが変更され、QoS（パーセントベース ポリシング機能）が、
認定（適合）バースト（bc）サイズおよび超過（ピーク）バースト（be）
サイズを計算する場合にミリ秒を含めるようになりました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(1)E に統合されました。
このコマンドは、インターフェイス上のすべてのフレーム リレー PVC のポ
リシー、または、DLCI が指定された場合は指定された PVC のポリシーに
関する情報を表示するように変更されました。また、このコマンドは、
Quality of Service（QoS）設定アクションによってマーキングされたパ
ケットの合計数を表示するように変更されました。

12.1(3)T

このコマンドはクラスごとのアカウンティング統計情報を表示するように
変更されました。

12.2(4)T

このコマンドは、2 レート トラフィック ポリシングのために変更され、
バースト パラメータと関連するアクションを表示します。

12.2(8)T

このコマンドは、Policer Enhancement（Multiple Actions 機能）および
WRED（明示的輻輳通知（ECN）機能）のために変更されました

Policer Enhancement（Multiple Actions 機能）の場合、このコマンドは特
定のレートに対する適合パケット、超過パケットおよび違反パケットに設
定された複数のアクションを表示するように変更されました。

WRED（明示的輻輳通知（ECN）機能）の場合、このコマンドは ECN
マーキング情報を表示します。

12.2(13)T

次の変更が実施されました。

• このコマンドは、パーセントベース ポリシング機能とシェーピング機
能のために、変更されました。

• このコマンドは、クラスベースの RTP および TCP ヘッダー圧縮のため
に変更されました。

• このコマンドはモジュラ QoS コマンドライン インターフェイス
（MQC）無条件パケット廃棄機能の一部として変更されました。ポリ
シー マップのトラフィック クラスは、特定のクラスに属するパケット
を廃棄するように設定されます。

• このコマンドは、クラスマップ内のトラフィックの一致基準として、
フレーム リレー DLCI 番号を表示するように変更されました。
• このコマンドは、クラスマップ内のトラフィックの一致基準として、
レイヤ 3 パケット長を表示するように変更されました。
• このコマンドは、拡張パケット マーキング機能のために変更されまし
た。マッピング テーブル（テーブル マップ）を使用して、

12.2(14)SX

packet-marking の値を変換し、送信できます。
このコマンドのサポートが、Cisco 7600 シリーズ ルータに追加されまし
た。
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12.2(15)T

このコマンドは、フレーム リレーの音声適応トラフィック シェーピング情
報を表示するように変更されました。

12.2(17d)SXB

このコマンドは Supervisor Engine 2 で実装され、Cisco IOS Release
12.2(17d)SXB に統合されました。
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show policy-map interface

リリース

変更点

12.3(14)T

このコマンドは、帯域幅見積もりパラメータを表示するように変更されま
した。

12.2(18)SXE

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。このコ
マンドは、ATM 共有ポート アダプタの集約 WRED 統計情報を表示するよ
うに変更されました。構文、デフォルト値、および、コマンド モードが変
更されたことに注意してください。これらの変更には、「ATM Shared Port
Adapter」のラベルが付けられています。

12.4(4)T

Flexible Packet Matching（FPM）をサポートするため、type
access-control キーワードが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合され、次の変更が実

12.2(28)SB

施されました。

• このコマンドは、フレーム リレー インターフェイスまたは PVC のレ
ガシー QoS パラメータまたは階層型キューイング フレームワーク
（HQF）パラメータのいずれかを表示するように変更されました。
• このコマンドは、レイヤ 2 トンネル プロトコル バージョン 3
（L2TPv3）トンネル マーキングに関する情報を表示するように変更さ
れました。

12.2(31)SB2

次の変更が実施されました。

• このコマンドは、設定されたプライオリティ サービスの各レベルに対
する統計情報、および、帯域幅残量割合に関する情報を表示するよう
に拡張され、Cisco 10000 シリーズ ルータ PRE3 に実装されました。

• このコマンドは、VLAN ID 番号に基づく一致パケットの統計情報を表
示するように変更されました。Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 の時点
で、VLAN ID 番号に基づく一致パケットは、Cisco 10000 シリーズ
ルータだけでサポートされます。

12.2(33)SRC
12.4(15)T2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRC に統合されました。
このコマンドは、Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネル マーキ
ングに関する情報を表示するように変更されました。
（注）

このリリースの時点で、Cisco MGX ルート プロセッサ モジュール
（RPM-XF）プラットフォームだけで GRE トンネル マーキングが
サポートされます。

12.2(33)SB

このコマンドは、GRE トンネル マーキングに関する情報を表示するように
変更され、Cisco 7300 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

Cisco IOS XE 2.1

このコマンドは Cisco IOS XE Release 2.1 に統合され、Cisco ASR 1000 シ
リーズ ルータ上に実装されました。

12.4(20)T

モジュール式 Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス
（CLI）（MQC）を使用した階層型キューイング フレームワーク（HQF）の
サポートが追加されました。

12.2(33)SXI

このコマンドは、Catalyst 6500 シリーズ スイッチに実装され、プライオリ
ティ機能の厳密なレベルおよびレベルごとのカウントを表示するように変
更されました。

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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使用上のガイドライン

show policy-map interface コマンドは、指定されたインターフェイスのクラスのパケット統計情報、
または、サービス ポリシーがインターフェイスまたは PVC に付加されている場合にかぎり、指定され
た PVC のクラスのパケット統計情報を表示します。
show policy-map interface コマンドの入力後に表示されるカウンタは、インターフェイスで輻輳が存
在する場合にだけ更新されます。

例

このセクションは、一般的な show policy-map interface コマンドのサンプル出力を示します。使用さ
れるインターフェイスまたはプラットフォーム、および、イネーブルにされたオプションによって、表
示される出力は次に示すものと若干異なります。

• 「シリアル インターフェイス上のトラフィック シェーピング：例」（P.B-394）
• 「2 レート トラフィック ポリシング：例」（P.B-397）
• 「複数トラフィック ポリシング アクション：例」（P.B-398）
• 「パーセントベース ポリシングおよびシェーピング：例」（P.B-399）
• 「トラフィック シェーピング：例」（P.B-401）
• 「トラフィック ポリシング：例」（P.B-402）
シリアル インターフェイス上のトラフィック シェーピング：例
次の show policy-map interface コマンド出力例では、p1 という名前のサービス ポリシー（設定は次
のとおり）が付加されたシリアル 3/2 インターフェイスの統計情報が表示されています。このインター
フェイス上では、トラフィック シェーピングがイネーブルにされています。コマンド出力に共通して
表示される主なフィールドの説明は、表 30 を参照してください。
policy-map p1
class c1
shape average 320000
Router# show policy-map interface serial3/2 output
Serial3/2
Service-policy output: p1
Class-map: c1 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps,
Match: ip precedence 0
Traffic Shaping
Target
Byte
Sustain
Rate
Limit bits/int
320000
2000
8000
Queue
Depth
0

Packets

Bytes

0

0

drop rate 0 bps

Excess
bits/int
8000
Packets
Delayed
0

Interval
(ms)
25
Bytes
Delayed
0

Increment Adapt
(bytes)
Active
1000
Shaping
Active
no

Class-map: class-default (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: any
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表 30 は、出力に共通して表示される主なフィールドを説明しています。表のフィールドは、関連する
QoS 機能に従ってグループ化されています。
show policy-map interface のフィールドの説明1

表 30

フィールド

説明

クラスまたはサービス ポリシーに対応付けられているフィールド

Service-policy output

指定されたインターフェイスまたは VC に適応されている出力サービス
ポリシーの名前。

Class-map

表示されているトラフィックのクラス。ポリシーに設定されている各ク
ラスに対して出力が表示されます。クラス照合実施の選択要素
（match-all または match-any など）もトラフィック クラスの次に表示さ
れます。

packets and bytes

表示されているトラフィックのクラスに属すると確認されたパケット数
（バイト単位でも表示）。

offered rate

クラスに着信するパケットのレート（単位：kbps）。
（注）

drop rate

（注）

Match

発信インターフェイス全体でパケットが圧縮されている場合、パ
ケット圧縮によって達成された改善パケット レートは、offered
rate には反映されません。また、パケットがトンネルの組み合わ
せ（例：Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネルおよび
IP Security（IPSec）トンネル）に入る前に圧縮されている場合、
offered rate は、一般にトンネル カプセル化に関連付けられたす
べての追加オーバーヘッドを含みません。offered rate は、設定
に応じて、オーバーヘッドを含まない、1 つのトンネル カプセル
化だけのオーバーヘッドを含む、または、すべてのトンネル カ
プセル化のオーバーヘッドを含むのいずれかです。GRE および
IPSec トンネル設定の多くで、offered rate は、GRE トンネル カ
プセル化のオーバーヘッドだけを含みます。

クラスからパケットがドロップされるレート（単位：kbps）。ドロップ
レートは、offered rate から正常に送信されたパケット数を引いて計算さ
れます。

分散アーキテクチャ プラットフォーム（Cisco 7500 シリーズ プラットフォームなど）では、
offered rate カウンタとドロップ レート カウンタの差として計算される送信レートの値が、
散発的に平均から 20 % またはそれ以上逸脱することがあります。独立したトラフィック分
析装置によって対応するバーストが示されないにもかかわらず、発生することがあります。
トラフィックのクラスに指定された一致基準。選択要素には、IP
precedence、IP Differentiated Service Code Point（DSCP）値、
Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッ
チング）Experimental（EXP）値、アクセス グループ、および、QoS グ
ループなどの基準があります。使用可能な各種の一致条件の詳細につい
ては、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』の
「Classifying Network Traffic」モジュールを参照してください。
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表 30

show policy-map interface のフィールドの説明1 （続き）

フィールド

説明

キューイングに対応付けられているフィールド（イネーブルの場合）

Output Queue

このトラフィックのクラスに割り当てられている Weighted Fair
Queueing（WFQ）カンバセーション。

Bandwidth

このクラスに設定されている帯域幅（kbps または割合のいずれか）、お
よび、バーストサイズ。

pkts matched/bytes
matched

キューに入れられた、このクラスに一致するパケット数（バイト単位で
も表示）。この数は、任意の時点でキューイングされた一致パケットの合
計数を表します。このクラスに一致するパケットは、輻輳が存在すると
きだけキューイングされます。パケットがクラスに一致しているが、
ネットワークが混雑していないためにキューイングされなかった場合、
それらのパケットはこの合計に含まれません。しかし、プロセス スイッ
チングが使用されている場合は、ネットワークが混雑していない場合で
もパケット数は常に加算されます。

depth/total
drops/no-buffer drops

このクラスに対して廃棄されたパケット数。No-buffer は、パケットを
サービスするメモリ バッファが存在しないことを示します。

Weighted Random Early Detection（WRED）に対応付けられているフィールド（イネーブルである場合）

exponential weight

WRED パラメータ グループのために平均キュー サイズの計算に使用さ
れる指数。

mean queue depth

インターフェイスの実際のキューの深さおよび指数重み付け定数に基づ
いたキューの深さの平均。これは、変動する平均です。最小しきい値お
よび最大しきい値と、この値とを比較してドロップの是非を決定します。

class

IP precedence レベル。

Transmitted pkts/bytes

WRED を通過し、WRED にドロップされなかったパケット数（バイト
単位でも表示）。
（注）
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パケットを格納するのに十分なメモリがバッファにない場合、パ
ケットが WRED を通過した後でドロップされます。バッファに
十分なメモリがないためにドロップされた（「ノーバッファ ド
ロップ」とも呼ばれる）パケットは、WRED パケット カウンタ
に算入されます。

Random drop pkts/bytes

キューの深さの平均が、指定された IP precedence レベルの最小しきい値
と最大しきい値の間である場合に、ランダムにドロップされたパケット
数（バイト単位でも表示）。

Tail drop pkts/bytes

キューの深さの平均が、指定された IP precedence レベルの最大しきい値
を上回る場合に、ランダムにドロップされたパケット数（バイト単位で
も表示）。

Minimum thresh

最小しきい値。パケット数の WRED 最小しきい値。

Maximum thresh

最大しきい値。パケット数の WRED 最大しきい値。

Mark prob

マーク確率。平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされた
パケットの割合。
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表 30

show policy-map interface のフィールドの説明1 （続き）

フィールド

説明

トラフィック シェーピングと対応付けられたフィールド（イネーブルである場合）

Target Rate

シェーピング トラフィックに使用されるレート。

Byte Limit

インターバルあたりの送信最大バイト数。次のように計算されます。

((Bc+Be) /8)×1
Sustain bits/int

認定バースト（Bc）レート。

Excess bits/int

超過バースト（Be）レート。

Interval (ms)

ミリ秒（ms）単位の時間間隔の値。

Increment (bytes)

各時間間隔の間にトラフィック シェーピングのトークン バケット内に受
信したクレジット数（単位：バイト）。

Queue Depth

トラフィック シェーパーの現在のキューの深さ。

Packets

トラフィック シェーパー システムに入ったパケットの合計数。

Bytes

トラフィック シェーパー システムに入ったバイト合計数。

Packets Delayed

送信される前に、トラフィック シェーパーのキュー内で遅延したパケッ
トの合計数。

Bytes Delayed

送信される前に、トラフィック シェーパーのキュー内で遅延したバイト
の合計数。

Shaping Active

トラフィック シェーパーがアクティブかどうかを示します。たとえば、
トラフィック シェーパーがアクティブであり、送信されたトラフィック
がトラフィック シェーピング レートを上回る場合、フィールドに「yes」
が表示されます。

1. サービス ポリシー出力名、クラス マップ名、および、一致基準情報に続いて、丸カッコに囲まれた数字が表示さ
れます。この番号は、Cisco 内部だけで使用されるものであり、無視できます。

2 レート トラフィック ポリシング：例
次に 2 レート トラフィック ポリシングが設定されている場合の show policy-map interface コマンド
の出力例を示します。次の例では、1.25 Mbps のトラフィックがポリサー クラスに送信（「提供」）さ
れます。
Router# show policy-map interface serial3/0
Serial3/0
Service-policy output: policy1
Class-map: police (match all)
148803 packets, 36605538 bytes
30 second offered rate 1249000 bps, drop rate 249000 bps
Match: access-group 101
police:
cir 500000 bps, conform-burst 10000, pir 1000000, peak-burst 100000
conformed 59538 packets, 14646348 bytes; action: transmit
exceeded 59538 packets, 14646348 bytes; action: set-prec-transmit 2
violated 29731 packets, 7313826 bytes; action: drop
conformed 499000 bps, exceed 500000 bps violate 249000 bps
Class-map: class-default (match-any)
19 packets, 1990 bytes
30 seconds offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: any
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2 レート トラフィック ポリサーにより、500 kbps のトラフィックが適合とマーク付けされ、500 kbps
のトラフィックが超過とマーク付けされ、250 kbps のトラフィックが指定されたレートに違反とマー
ク付けされています。適合とマーク付けされているパケットはそのまま送信され、超過とマーク付けさ
れているパケットは、IP precedence 2 とマーク付けされて送信されます。指定されたレートに違反す
るとマーク付けされているパケットはドロップされます。
表 31 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 31

2 レート トラフィック ポリシングの場合に設定される show policy-map interface のフィールドの
説明

フィールド

説明

police

トラフィック ポリシングをイネーブルにするために police コマンドが設定されて
いることを示します。また、パケットのマーキングに使用される、指定された
CIR、認定バースト サイズ、ピーク情報レート（PIR）、および、ピーク バースト
サイズも表示します。

conformed

指定した比率に適合するパケットに実行されるアクションを表示します。アク
ションが実施されたパケット数とバイト数を表示します。

exceeded

指定した比率を超えるパケットに実行されるアクションを表示します。アクショ
ンが実施されたパケット数とバイト数を表示します。

violated

指定した比率に違反するパケットに実行されるアクションを表示します。アク
ションが実施されたパケット数とバイト数を表示します。

複数トラフィック ポリシング アクション：例
次に、Policer Enhancement（Multiple Actions 機能）が設定されている場合の show policy-map コマ
「police」という名前
ンドの出力例を示します。次の show policy-map interface コマンド出力例では、
のサービス ポリシー（設定は次のとおり）が付加されたシリアル 3/2 インターフェイスの統計情報が
表示されています。
policy-map police
class class-default
police cir 1000000 pir 2000000
conform-action transmit
exceed-action set-prec-transmit 4
exceed-action set-frde-transmit
violate-action set-prec-transmit 2
violate-action set-frde-transmit
Router# show policy-map interface serial3/2
Serial3/2: DLCI 100 Service-policy output: police
Class-map: class-default (match-any)
172984 packets, 42553700 bytes
5 minute offered rate 960000 bps, drop rate 277000 bps
Match: any
police:
cir 1000000 bps, bc 31250 bytes, pir 2000000 bps, be 31250 bytes
conformed 59679 packets, 14680670 bytes; actions:
transmit
exceeded 59549 packets, 14649054 bytes; actions:
set-prec-transmit 4
set-frde-transmit
violated 53758 packets, 13224468 bytes; actions:
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set-prec-transmit 2
set-frde-transmit
conformed 340000 bps, exceed 341000 bps, violate 314000 bps

show policy-map interface コマンドの出力は、次の内容を示しています。
• 59679 個のパケットが、適合パケット（つまり、CIR に適合するパケット）としてマーキングさ
れ、変更なしに送信されました。

• 59549 個のパケットが、超過パケット（つまり、CIR を超えているが、PIR を超えないパケット）
としてマーキングされました。したがって、これらのパケットの IP Precedence 値は、IP
Precedence レベル 4 に変更され、Discard Eligibility（DE）ビットは 1 に設定され、パケットはこ
のように変更された状態で送信されました。

• 53758 個のパケットが違反パケット（つまり、PIR を超えているパケット）としてマーキングされ
ました。したがって、これらのパケットの IP Precedence 値は、IP Precedence レベル 2 に変更さ
れ、DE ビットは 1 に設定され、パケットはこのように変更された状態で送信されました。

（注）

アクションは、police コマンドの action 引数を使用して指定されます。使用可能なアクションの詳細
については、police コマンドのリファレンス ページを参照してください。
表 32 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 32

複数トラフィック ポリシング アクションの場合に設定される show policy-map interface のフィー
ルドの説明

フィールド

説明

police

トラフィック ポリシングをイネーブルにするために police コマンドが設
定されていることを示します。また、パケットのマーキングに使用され
る、指定された CIR、適合バーストサーズ（BC）、PIR、およびピーク
バースト サイズ（BE）も表示します。

conformed, packets,
bytes, actions

指定されたレートに適合するとしてマーキングされたパケット数（バイ
ト単位でも表示）とパケットに実施されたアクションを表示します。複
数のアクションがある場合は、アクションごとに別々にリストされます。

exceeded, packets, bytes,
actions

指定されたレートに超過するとしてマーキングされたパケット数（バイ
ト単位でも表示）とパケットに実施されたアクションを表示します。複
数のアクションがある場合は、アクションごとに別々にリストされます。

violated, packets, bytes,
actions

指定されたレートに違反するとしてマーキングされたパケット数（バイ
ト単位でも表示）とパケットに実施されたアクションを表示します。複
数のアクションがある場合は、アクションごとに別々にリストされます。

パーセントベース ポリシングおよびシェーピング：例
次の show policy-map interface コマンドの出力例は、帯域幅の 20% に基づいた CIR を使用してトラ
フィック ポリシングが設定されていることを示しています。CIR およびミリ秒（ms）単位の認定バー
スト（BC）も表示に含まれています。
Router# show policy-map interface Serial3/1
Serial3/1
Service-policy output: mypolicy
Class-map: gold (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
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Match: any
police:
cir 20 % bc 10 ms
cir 2000000 bps, bc 2500 bytes
pir 40 % be 20 ms
pir 4000000 bps, be 10000 bytes
conformed 0 packets, 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
drop
violated 0 packets, 0 bytes; actions:
drop
conformed 0 bps, exceed 0 bps, violate 0 bps

表 33 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 33

パーセントベース ポリシングおよびシェーピングの場合に設定される show policy-map interface
のフィールドの説明1

フィールド

説明

Service-policy output

指定されたインターフェイスまたは VC に適応されている出力サービス
ポリシーの名前。

Class-map

表示されているトラフィックのクラス。ポリシーに設定されている各ク
ラスに対して出力が表示されます。クラス照合実施の選択要素
（match-all または match-any など）もトラフィック クラスの次に表示さ
れます。

packets, bytes

表示されているトラフィックのクラスに属すると確認されたパケット数
（バイト単位でも表示）。

offered rate

クラスに着信するパケットのレート（単位：kbps）。
（注）

発信インターフェイス全体でパケットが圧縮されている場合、パ
ケット圧縮によって達成された改善パケット レートは、offered
rate には反映されません。また、パケットがトンネルの組み合わ
せ（例：Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネルおよび
IP Security（IPSec）トンネル）に入る前に圧縮されている場合、
offered rate は、一般にトンネル カプセル化に関連付けられたす
べての追加オーバーヘッドを含みません。offered rate は、設定
に応じて、オーバーヘッドを含まない、1 つのトンネル カプセル
化だけのオーバーヘッドを含む、または、すべてのトンネル カ
プセル化のオーバーヘッドを含むのいずれかです。GRE および
IPSec トンネル設定の多くで、offered rate は、GRE トンネル カ
プセル化のオーバーヘッドだけを含みます。

police

帯域幅の割合に基づいたトラフィック ポリシングがイネーブルにされて
いることを示します。帯域幅の割合、CIR およびミリ秒単位の認定バー
スト（BC）も表示します。

conformed, actions

指定されたレートに適合するとしてマーキングされたパケット数とバイ
ト数、および、パケットに実施されたアクションを表示します。

exceeded, actions

指定されたレートを超過するとしてマーキングされたパケット数とバイ
ト数、および、パケットに実施されたアクションを表示します。

1. サービス ポリシー出力名、および、クラス マップ名に続いて、丸カッコに囲まれた数字が表示されます。この番
号は、Cisco 内部だけで使用されるものであり、無視できます。
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トラフィック シェーピング：例
次の show policy-map interface コマンドの出力例では、（次のとおり）シリアル 3/2 インターフェイ
スの統計情報が表示されています。このインターフェイス上でトラフィック シェーピングがイネーブ
ルにされており、帯域幅の 20% の平均レートが指定されています。
Router# show policy-map interface Serial3/2
Serial3/2
Service-policy output: p1
Class-map: c1 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: any
Traffic Shaping
Target/Average
Byte
Sustain
Excess
Interval Increment Adapt
Rate
Limit bits/int bits/int
(ms)
(bytes)
Active
20 %
10 (ms)
20 (ms)
201500/201500
1952
7808
7808
38
976
Queue
Depth
0

Packets

Bytes

0

0

Packets
Delayed
0

Bytes
Delayed
0

Shaping
Active
no

表 34 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 34

パーセントベース ポリシングおよびシェーピング（トラフィック シェーピングはイネーブル）の場合
に設定される show policy-map interface のフィールドの説明1

フィールド

説明

Service-policy output

指定されたインターフェイスまたは VC に適応されている出力サービス
ポリシーの名前。

Class-map

表示されているトラフィックのクラス。ポリシーに設定されている各ク
ラスに対して出力が表示されます。クラス照合実施の選択要素
（match-all または match-any など）もトラフィック クラスの次に表示さ
れます。

packets, bytes

表示されているトラフィックのクラスに属すると確認されたパケット数
（バイト単位でも表示）。

offered rate

クラスに着信するパケットのレート（単位：kbps）。
（注）

drop rate

発信インターフェイス全体でパケットが圧縮されている場合、パ
ケット圧縮によって達成された改善パケット レートは、offered
rate には反映されません。また、パケットがトンネルの組み合わ
せ（例：Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネルおよび
IP Security（IPSec）トンネル）に入る前に圧縮されている場合、
offered rate は、一般にトンネル カプセル化に関連付けられたす
べての追加オーバーヘッドを含みません。offered rate は、設定
に応じて、オーバーヘッドを含まない、1 つのトンネル カプセル
化だけのオーバーヘッドを含む、または、すべてのトンネル カ
プセル化のオーバーヘッドを含むのいずれかです。GRE および
IPSec トンネル設定の多くで、offered rate は、GRE トンネル カ
プセル化のオーバーヘッドだけを含みます。

クラスからパケットがドロップされるレート（単位：kbps）。ドロップ
レートは、offered rate から正常に送信されたパケット数を引いて計算さ
れます。
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表 34

パーセントベース ポリシングおよびシェーピング（トラフィック シェーピングはイネーブル）の場合
に設定される show policy-map interface のフィールドの説明1 （続き）

フィールド

説明

Match

トラフィックのクラスに指定された一致基準。選択要素には、Layer 3 パ
ケット長、IP precedence、IP DSCP 値、MPLS EXP 値、アクセス グ
ループ、Quality of Service（QoS）グループなどの基準があります。使
用可能な各種の一致条件の詳細については、『Cisco IOS Quality of
Service Solutions Configuration Guide』の「Classifying Network
Traffic」モジュールを参照してください。

Traffic Shaping

帯域幅の割合に基づいたトラフィック シェーピングがイネーブルにされ
ていることを示します。

Target/Average Rate

シェーピング トラフィックに使用されるレート（割合）およびそのレー
トに一致するパケット数。

Byte Limit

インターバルあたりの送信最大バイト数。次のように計算されます。

((Bc+Be) /8 )×1
Sustain bits/int

認定バースト（Bc）レート。

Excess bits/int

超過バースト（Be）レート。

Interval (ms)

ミリ秒（ms）単位の時間間隔の値。

Increment (bytes)

各時間間隔の間にトラフィック シェーピングのトークン バケット内に受
信したクレジット数（単位：バイト）。

Adapt Active

適応可能なシェーピングがイネーブルであるかどうかを示します。

Queue Depth

トラフィック シェーパーの現在のキューの深さ。

Packets

トラフィック シェーパー システムに入ったパケットの合計数。

Bytes

トラフィック シェーパー システムに入ったバイト合計数。

Packets Delayed

送信される前に、トラフィック シェーパーのキュー内で遅延したパケッ
トの合計数。

Bytes Delayed

送信される前に、トラフィック シェーパーのキュー内で遅延したバイト
の合計数。

Shaping Active

トラフィック シェーパーがアクティブかどうかを示します。たとえば、
トラフィック シェーパーがアクティブであり、送信されたトラフィック
がトラフィック シェーピング レートを上回る場合、フィールドに「yes」
が表示されます。

1. サービス ポリシー出力名、クラス マップ名、および、一致基準情報に続いて、丸カッコに囲まれた数字が表示さ
れます。この番号は、Cisco 内部だけで使用されるものであり、無視できます。

トラフィック ポリシング：例
次は、show policy-map interface コマンドの出力例です。この例は、トラフィック ポリシングがイ
ネーブルにされているシリアル 2/0 インターフェイスの統計情報を表示します。認定（適合）バースト
（bc）、および超過（ピーク）バーストがミリ秒単位（ms）で指定されています。
Router# show policy-map interface serial2/0
Serial2/0
Service-policy output: policy1 (1050)
Class-map: class1 (match-all) (1051/1)
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0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: ip precedence 0 (1052)
police:
cir 20 % bc 300 ms
cir 409500 bps, bc 15360 bytes
pir 40 % be 400 ms
pir 819000 bps, be 40960 bytes
conformed 0 packets, 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
drop
violated 0 packets, 0 bytes; actions:
drop
conformed 0 bps, exceed 0 bps, violate 0 bps
Class-map: class-default (match-any) (1054/0)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: any (1055)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps

この例では、CIR および PIR が bps 単位で表示され、認定バースト（bc）および超過バースト（be）
は bit 単位で表示されています。

CIR、PIR、bc、および be は、次に説明する式に基づいて計算されます。

CIR の計算式：例
CIR を計算するときは、次の式を使用します。
• 指定された CIR 割合（show policy-map コマンドの出力に表示される）× インターフェイスの帯域
幅（BW）（ show interfaces コマンドの出力に表示される）= 1 秒あたりの合計ビット数
シリアル 2/0 インターフェイスの show interfaces コマンドの出力によると、インターフェイスの帯域
幅（BW）は 2048 kbps です。
Router# show interfaces serial2/0
Serial2/0 is administratively down, line protocol is down
Hardware is M4T
MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

CIR の計算には次の値を使用します。
20 %×2048 kbps = 409600 bps

PIR の計算式：例
PIR を計算するときは、次の式を使用します。
• 指定された PIR 割合（show policy-map コマンドの出力に表示される）× インターフェイスの帯域
幅（BW）（ show interfaces コマンドの出力に表示される）= 1 秒あたりの合計ビット数
シリアル 2/0 インターフェイスの show interfaces コマンドの出力によると、インターフェイスの帯域
幅（BW）は 2048 kbps です。
Router# show interfaces serial2/0
Serial2/0 is administratively down, line protocol is down
Hardware is M4T
MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
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PIR の計算には次の値を使用します。
40 %×2048 kbps = 819200 bps

（注）

この合計と show policy-map interface コマンドの出力に表示される合計との違いは、丸め計
算または特定のインターフェイス設定に関する違いが原因です。

認定バースト（bc）の計算式：例

bc を計算するときは、次の式を使用します。
• ミリ秒単位の bc（show policy-map コマンドに表示される）×CIR（ビット / 秒）= 合計バイト数

bc の計算には次の値を使用します。
300 ms×409600 bps = 15360 bytes
超過バースト（be）の計算式：例
bc および be を計算するときは、次の式を使用します。

• ミリ秒単位の be（show policy-map コマンドに表示される）×PIR（ビット / 秒）= 合計バイト数

be の計算には次の値を使用します。
400 ms×819200 bps = 40960 bytes
表 35 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 35

show policy-map interface のフィールドの説明

フィールド

説明

Service-policy output 指定されたインターフェイスまたは VC に適応されている出力サービス ポリ
シーの名前。
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Class-map

表示されているトラフィックのクラス。ポリシーに設定されている各クラス
に対して出力が表示されます。クラス照合実施の選択要素（match-all または
match-any など）もトラフィック クラスの次に表示されます。

packets and bytes

表示されているトラフィックのクラスに属すると確認されたパケット数（バ
イト単位でも表示）。

offered rate

クラスに着信するパケットのレート（単位：kbps）。

drop rate

クラスからパケットがドロップされるレート（単位：kbps）。ドロップ レー
トは、offered rate から正常に送信されたパケット数を引いて計算されます。

Match

トラフィックのクラスに指定された一致基準。選択要素には、Layer 3 パケッ
ト長、IP precedence、IP Differentiated Service Code Point（DSCP）値、
Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチン
グ）Experimental （EXP）値、アクセス グループ、および、Quality of
Service（QoS）グループなどの基準があります。使用可能な各種の一致条件
の詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration
Guide』の「Classifying Network Traffic」モジュールを参照してください。

police

トラフィック ポリシングがイネーブルにされていることを示します。表示に
は、CIR と PIR（帯域幅の割合と bps の両方）、および、bc と be（バイト数
およびミリ秒単位）が含まれます。任意の適合アクション、超過アクション
および違反アクションがあれば表示され、それらの任意のアクションに関係
する統計情報が表示されます。
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関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth remaining
ratio

未使用の帯域幅の量を計算して、輻輳時にキューに割り当てるために、
クラス キューおよびサブインターフェイスレベル キューの帯域幅残量割
合を指定します。

class-map

パケットと指定したクラスを照合するために使用されるクラス マップを
作成します。

compression header ip
drop

特定のクラスに RTP または TCP IP ヘッダー圧縮を設定します。

match packet length

IP ヘッダーのレイヤ 3 パケットの長さをクラス マップ内の一致条件とし
て指定します。

（クラス マップ）

特定のクラスに属するパケットを廃棄するようにトラフィック クラスを
設定します。

police

トラフィック ポリシングを設定します。

police（割合）

インターフェイスで使用できる帯域幅の割合に基づいたトラフィック ポ
リシングを設定します。

police（2 つのレート）

2 レート、CIR および PIR を使用してトラフィック ポリシングを設定し
ます。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを指定
するためのポリシー マップを作成または変更します。

priority

トラフィック クラスには、低遅延動作が指定されなければならないこと
を指定し、複数のプライオリティ キューを設定します。

random-detect ecn

ECN をイネーブルにします。

shape（割合）

インターフェイスで使用可能な帯域幅の割合（%）に基づいて、平均
レート トラフィック シェーピングとピーク レート トラフィック シェー
ピングを指定します。

show class-map
show interfaces

すべてのクラス マップおよびその一致基準を表示します。

show mls qos
show policy-map

MLS QoS 情報を表示します。

show policy-map class

指定されたポリシー マップの指定されたクラスの設定を表示します。

ルータまたはアクセス サーバ上に設定されているすべてのインターフェ
イスの統計情報を表示します。
指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定、ま
たは、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラスの設定を表
示します。
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show ppp multilink

show ppp multilink
Multilink PPP（MLP; マルチリンク PPP）バンドルのバンドル情報を表示するには、特権 EXEC モー
ドで show ppp multilink コマンドを使用します。

show ppp multilink [active | inactive | interface bundle-interface | [username name]
[endpoint discriminator]]

シンタックスの説明

active
inactive
interface
bundle-interface
username name

（任意）アクティブ マルチリンク バンドルだけの情報を表示します。
（任意）非アクティブ マルチリンク バンドルだけの情報を表示します。
（任意）指定されたバンドル インターフェイスの情報を表示します。
（任意）指定されたピア ユーザ名を持つすべてのマルチリンク バンドルの
情報を表示します。

endpoint discriminator （任意）指定されたエンドポイント識別子を持つすべてのマルチリンク バ
ンドルの情報を表示します。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR1
12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR1 に統合されました。

例

このコマンドは、distributed IP Header Compression（dIPHC; 分散 IP ヘッ
ダー圧縮）および dMLPPP オフロード機能のために変更されました。ネッ
トワーク プロセッサにオフロードされた MLPPP バンドルの場合、コマン
ドの出力は異なります。

次に、システムにバンドルがない場合の show ppp multilink コマンドの出力例を示します。
Router# show ppp multilink
No active bundles

次に、ネットワーク プロセッサにオフロードされた単一バンドルの場合の出力例を示します。
Router# show ppp multilink
Multilink1
Bundle name: pas1_1
Remote Endpoint Discriminator: [1] pas1_1
Local Endpoint Discriminator: [1] pas3_1
Bundle up for 22:58:45, total bandwidth 7936, load 1/255
Receive buffer limit 48000 bytes, frag timeout 1000 ms
Distributed MLP bundle status is: tx_active rx_active
last rx seq no: 0x3E3998
rx frames:
3
rx iw frames:
129369198
rx err mrru:
0
rx err iw mru:
0
rx err iw fbp:
0
rx flushed:
0
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last tx seq no:
tx frames:
tx err mrru:

0x4
4
0

Member links: 4 active, 0 inactive (max
Se0/0:0, since 22:58:46, 7440 weight,
Se0/1:0, since 22:58:46, 7440 weight,
Se0/2:0, since 22:58:45, 7440 weight,
Se0/3:0, since 22:58:45, 7440 weight,

not set, min not set)
42 frag size, ACT rx link seq: 0x3E399C
42 frag size, ACT x link seq: 0x3E3997
42 frag size, ACT rx link seq: 0x3E3995
42 frag size, ACT rx link seq: 0x3E3996

次に、単一 MLP バンドル（名前は 7206-3）がシステムにあり、ネットワーク プロセッサにオフロー
ドされていない場合の別の出力例を示します。
Router# show ppp multilink
Virtual-Access4
Bundle name: 7206-3
Remote Endpoint Discriminator: [1] 7206-3
Local Endpoint Discriminator: [1] 7206-4
Bundle up for 00:00:07, total bandwidth 64, load 1/255
Receive buffer limit 12192 bytes, frag timeout 1000 ms
0/0 fragments/bytes in reassembly list
0 lost fragments, 0 reordered
0/0 discarded fragments/bytes, 0 lost received
0x0 received sequence, 0x0 sent sequence
Member links: 1 active, 0 inactive (max not set, min not set)
BR2/0:1, since 01:59:35, 80 weight, 72 frag size
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show ptp clock

show ptp clock
PTP クロックに関する情報を表示します。

show ptp clock

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(12)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

show ptp clock コマンドを使用して、PTP クロックの情報を表示します。

例

Router# show ptp clock
PTP CLOCK INFO
PTP Device Type: Ordinary clock
Clock Identity: 0x0:1E:4A:FF:FF:96:A9:9E
Clock Domain: 2
Number of PTP ports: 1
Priority1: 128
Priority2: 128
Clock Quality:
Class: 13
Accuracy: Within 1s
Offset (log variance): 52592
Offset From Master: 0
Mean Path Delay: 0
Steps Removed: 0
Local clock time: 19:58:40 UTC Oct 30 2000

関連コマンド

コマンド

説明

show ptp
foreign-master-record
show ptp parent
show ptp port
show ptp time-property

PTP 外部マスター レコードを表示します。
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PTP ペアレント プロパティを表示します。
PTP ポート プロパティを表示します。
PTP クロックのタイム プロパティを表示します。
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show ptp foreign-master-record
PTP 外部マスター レコード設定を表示するには、ユーザ EXEC モードで show ptp
foreign-master-record コマンドを使用します。

show ptp foreign-master-record

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(12)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

show ptp foreign-master-record コマンドを使用して PTP 外部マスター レコードを表示します。

例

次に、show ptp foreign-master-record コマンドの出力例を示します。
Router# show ptp foreign-master-record
PTP FOREIGN MASTER RECORDS
Interface Vlan2
Number of foreign records 1, max foreign records 5
Best foreign record 0
RECORD #0
Foreign master port identity: clock id: 0x0:1E:4A:FF:FF:96:D2:A9
Foreign master port identity: port num: 1
Number of Announce messages: 8
Number of Current Announce messages: 6
Time stamps: 1233935406, 664274927

関連コマンド

コマンド

説明

show ptp clock
show ptp parent
show ptp port
show ptp time-property

PTP クロックに関する情報を表示します。
PTP ペアレント プロパティを表示します。
PTP ポート プロパティを表示します。
PTP クロックのタイム プロパティを表示します。
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show ptp parent

show ptp parent
PTP ペアレントのプロパティを表示するには、ユーザ EXEC モードで show ptp parent コマンドを使
用します。

show ptp parent

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(12)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

show ptp parent コマンドを使用して、PTP ペアレントのプロパティを表示します。

例

次に、show ptp parent コマンドの出力例を示します。
Router# show ptp parent
PTP PARENT PROPERTIES
Parent Clock:
Parent Clock Identity: 0x0:1E:4A:FF:FF:96:A9:9E
Parent Port Number: 0
Observed Parent Offset (log variance): N/A
Observed Parent Clock Phase Change Rate: 0
Grandmaster Clock:
Grandmaster Clock Identity: 0x0:1E:4A:FF:FF:96:A9:9E
Grandmaster Clock Quality:
Class: 248
Accuracy: Greater than 10s
Offset (log variance): 52592
Priority1: 128
Priority2: 128

関連コマンド

B-410

コマンド

説明

show ptp clock
show ptp
foreign-master-record
show ptp port
show ptp time-property

PTP クロックに関する情報を表示します。
PTP 外部マスター レコードを表示します。
PTP ポート プロパティを表示します。
PTP クロックのタイム プロパティを表示します。
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show ptp port

show ptp port
PTP ポート プロパティを表示するには、ユーザ EXEC モードで show ptp port コマンドを使用します。

show ptp port

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(12)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

show ptp port コマンドを使用して、PTP ポート プロパティを表示します。

例

次に、show ptp port コマンドの出力例を示します。
Router# show ptp port
PTP PORT DATASET: Vlan1
Port identity: clock identity: 0x0:1E:4A:FF:FF:96:A9:9E
Port identity: port number: 1
PTP version: 2
Delay request interval(log mean): 0
Announce receipt time out: 0
Peer mean path delay: 0
Announce interval(log mean): 0
Sync interval(log mean): 0
Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0
Sync fault limit: 6000

関連コマンド

コマンド

説明

show ptp clock
show ptp
foreign-master-record
show ptp parent
show ptp time-property

PTP クロックに関する情報を表示します。
PTP 外部マスター レコードを表示します。
PTP ペアレント プロパティを表示します。
PTP クロックのタイム プロパティを表示します。
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show ptp time-property

show ptp time-property
PTP クロックのタイム プロパティを表示するには、ユーザ EXEC モードで show ptp time-property コ
マンドを使用します。

show ptp time-property

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(12)MR2

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

show ptp time-property コマンドを使用して PTP クロックのタイム プロパティを表示します。

例

次に、show ptp time-property コマンドの出力例を示します。
Router# show ptp time-property
PTP CLOCK TIME PROPERTY
Current UTC offset valid: 1
Current UTC offset: 33
Leap 59: 0
Leap 61: 0
Time Traceable: 0
Frequency Traceable: 1
PTP Timescale: 1
Time Source: Hand Set

関連コマンド

B-412

コマンド

説明

show ptp clock
show ptp
foreign-master-record
show ptp parent
show ptp port

PTP クロックに関する情報を表示します。
PTP 外部マスター レコードを表示します。
PTP ペアレント プロパティを表示します。
PTP ポート プロパティを表示します。
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show xconnect

show xconnect
xconnect 接続回線および疑似回線（PW）に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show
xconnect all コマンドを使用します。

show xconnect {all | interface interface | peer ip-address {all | vcid vcid}} [detail]

シンタックスの説明

all
interface
interface

すべての xconnect 接続回線および PW に関する情報を表示します。
指定したインターフェイス上の xconnect 接続回線および PW に関する情報を表示
します。引数の有効値は次のとおりです。

• atm number：特定の ATM インターフェイスまたはサブインターフェイスの
xconnect 情報を表示します。
• atm number vp vpi-value：特定の ATM 仮想パス識別子（VPI）の仮想パス
（VP）xconnect 情報を表示します。このコマンドでは、指定した VPI を使用す
る Virtual connect（VC; 仮想接続）xconnect に関する情報は表示されません。
• atm number vp vpi-value/vci-value：ATM VPI および Virtual Circuit
Identifier（VCI; 仮想回線識別子）の特定の組み合わせの VC xconnect 情報を
表示します。

• serial number：特定のシリアル インターフェイスの xconnect 情報を表示し
ます。

• serial number dlci-number：特定のフレーム リレー データリンク接続識別子
（DLCI）の xconnect 情報を表示します。
• vlan vlan-number：特定の VLAN インターフェイスの vlan モード xconnect
情報を表示します。

peer ip-address
{all | vcid vcid}

指定したピア IP アドレスに対応付けられた xconnect 接続回線および PW に関す
る情報を表示します。

• all：指定したピア IP アドレスに対応付けられたすべての xconnect 情報を表
示します。

detail

• vcid vcid：指定したピア IP アドレスと指定した VC ID に対応付けられた
xconnect 情報を表示します。
（任意）指定した xconnect 接続回線および PW に関する詳細情報を表示します。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(31)S
12.2(28)SB
12.4(11)T
12.2(33)SRB
12.2(33)SRC

このコマンドが追加されました。

12.2(33)SXI

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(11)T に統合されました。
このコマンドが、rib キーワードとともに変更されました。
このコマンドは変更され、SB=Standby および RV=Recovering が出力表示のセ
グメントの状態に追加されました。
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show xconnect

使用上のガイドライン

リリース

変更点

Cisco IOS XE
Release 2.1
12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS XE Release 2.1 に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

show xconnect all コマンドは、すべての xconnect 接続回線および PW に関する基本的な情報の表示、
ソート、およびフィルタに使用できます。
show xconnect all コマンドの出力を使用すると、xconnect コンフィギュレーションの問題をトラブル
シューティングするための適切な手順を判断する際に役立ちます。特定の xconnect タイプに関するさ
らに具体的な情報は、関連コマンドの表に記載されているコマンドを使用して表示できます。

例

次に、show xconnect all コマンドの出力を簡略（デフォルト）表示形式で出力した例を示します。次
の出力では、ルータ上でさまざまなレイヤ 2 パケットを転送するように設定されたインターフェイスお
よび VC に関する情報が表示されています。
Router# show xconnect all
Legend: XC ST=Xconnect State, S1=Segment1 State, S2=Segment2 State
UP=Up, DN=Down, AD=Admin Down, IA=Inactive, NH=No Hardware
XC ST
Segment 1 S1 Segment 2 S2
ST
Segment 1
S1 Segment 2
S2
------+---------------------------------+--+---------------------------------+-UP
ac
Et0/0(Ethernet)
UP mpls 10.55.55.2:1000
UP
UP
ac
Et1/0.1:200(Eth VLAN)
UP mpls 10.55.55.2:5200
UP
IA pri ac
Et1/0.2:100(Eth VLAN)
UP ac
Et2/0.2:100(Eth VLAN)
UP
UP sec ac
Et1/0.2:100(Eth VLAN)
UP mpls 10.55.55.3:1101
UP

表 B-36 に、この出力に表示されている主なフィールドの説明を示します。
表 B-36

フィールド

XC ST

show xconnect all のフィールドの説明

説明

• xconnect 接続回線および PW の状態。有効な状態は次のとおりです。
• UP：xconnect 接続回線または PW はアップしています。セグメント 1 およ
びセグメント 2 の両方がアップしないと xconnect はアップになりません。
• DN：xconnect 接続回線または PW はダウンしています。セグメント 1 およ
びセグメント 2 のいずれか、または両方がダウンしています。
• IA：xconnect 接続回線または PW は非アクティブです。この状態は、PW
冗長性が設定されている場合にだけ有効です。

• NH：この xconnect のセグメントの一方または両方で、システムが必要と
するハードウェア リソースが使用できません。

B-414
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show xconnect

表 B-36

show xconnect all のフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

Segment 1

セグメントが使用している xconnect タイプ、インターフェイス タイプ、および
IP アドレスに関する情報。xconnect タイプは次のとおりです。

または

Segment 2

• ac：接続回線
• pri ac：プライマリ接続回線
• sec ac：セカンダリ接続回線
• mpls ：マルチプロトコル ラベル スイッチング
• l2tp：レイヤ 2 トンネル プロトコル

S1

セグメントの状態。有効な状態は次のとおりです。

または

• UP：セグメントはアップしています。

S2

• DN：セグメントはダウンしています。
• AD：セグメントは管理上のダウンです。

次に、show xconnect all コマンドの出力を詳細表示形式で出力した例を示します。
Router# show xconnect all detail
Legend: XC ST=Xconnect State, S1=Segment1 State, S2=Segment2 State
UP=Up, DN=Down, AD=Admin Down, IA=Inactive, NH=No HardwareXC
ST
Segment 1
S1 Segment 2
S2
------+---------------------------------+--+---------------------------------+-UP
ac
Et0/0(Ethernet)
UP mpls 10.55.55.2:1000
UP
Interworking: ip
Local VC label 16
Remote VC label 16
pw-class: mpls-ip
UP
ac
Et1/0.1:200(Eth VLAN)
UP mpls 10.55.55.2:5200
UP
Interworking: ip
Local VC label 17
Remote VC label 20
pw-class: mpls-ip
IA pri ac
Et1/0.2:100(Eth VLAN)
UP ac
Et2/0.2:100(Eth VLAN)
UP
Interworking: none
Interworking: none
UP sec ac
Et1/0.2:100(Eth VLAN)
UP mpls 10.55.55.3:1101
UP
Interworking: none
Local VC label 23
Remote VC label 17
pw-class: mpls

この詳細出力の他のフィールドの意味は字句どおりです。
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show xconnect

関連コマンド

B-416

コマンド

説明

show atm pvc
show atm vc
show atm vp

すべての ATM PVC およびトラフィック情報を表示します。

show connect

ルータ上に設定されている分岐挿入接続に関するコンフィギュレー
ション情報を表示します。

show frame-relay pvc

フレーム リレー インターフェイスの PVC に関する統計情報を表示
します。

show interfaces

ルータまたはアクセス サーバ上に設定されているすべてのインター
フェイスの統計情報を表示します。

show mpls l2transport
binding
show mpls l2transport vc

VC ラベル バインディング情報を表示します。

すべての ATM PVC、SVC、およびトラフィック情報を表示します。
インターフェイス上のすべての VP または特定の VP の統計情報を表
示します。

ルータ上でレイヤ 2 パケットをルーティングするためにイネーブル
にされている AToM VC に関する情報を表示します。
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signaling

signaling
CEM インターフェイス上で使用されるシグナリングの種類を指定します。シグナリングの設定をディ
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

signaling [inband-cas]
no signaling [inband-cas]

シンタックスの説明

inband-cas

コマンドのデフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

CEM インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

例

CEM インターフェイス上の個別線信号方式（CAS）を指定します。

次に、シグナリング コマンドを E1 コントローラ設定で使用する方法の例を示します。
Router(config-if)# controller e1 0/0
Router(config-controller)# mode cas
Router(config-controller)# cem-group 0 timeslots 1-31
Router(config-controller)# interface CEM 0/0
Router(config-if)# cem 0
Router(config-if-cem)# signaling inband-cas
Router(config-if-cem)# xconnect 30.30.30.2 305 encapsulation mpls

関連コマンド

コマンド

説明

mode cas

ATM、T1、または、E1 のコントローラ モードを指定しでき、コン
トローラ コンフィギュレーション モードを開始します。

cem-group

T1 または E1 ラインの 1 つまたは複数のタイム スロットから回線エ
ミュレーション（CEM）チャネルを作成します。
T1、E1、または、BITS コントローラを設定し、コントローラ コン

controller

フィギュレーション モードを開始します。
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snmp-server enable traps ipran

snmp-server enable traps ipran
システムで使用可能な簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知（トラップ）を介したすべての
ipran 通知をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで snmp-server
enable traps ipran コマンドを使用します。ipran 通知をディセーブルにするには、このコマンドの no
形式を使用します。

snmp-server enable traps ipran
no snmp-server enable traps ipran

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。通知は送信されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

例

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router(config)# snmp-server enable traps ipran

関連コマンド

B-418

コマンド

説明

snmp-server enable traps
ipran alarm-gsm
snmp-server enable traps
ipran util

GSM-Abis インターフェイスに対応付けられている情報アラームを
提供します。
バックホールの使用率に関する情報を提供します。
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snmp-server enable traps ipran alarm-gsm

snmp-server enable traps ipran alarm-gsm
システムで使用可能な簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知（トラップ）を介して、
GSM-Abis インターフェイスに対応付けられている情報アラームを提供するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで snmp-server enable traps ipran alarm-gsm コマンドを使用します。
ipran alarm-gsm をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server enable traps ipran alarm-gsm
no snmp-server enable traps ipran alarm-gsm
この文では、CISCO-IP-RAN-BACKHAUL-MIB からの cisco IpRanBackHaulGsmAlarm 通知の生成
を制御します。

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。通知は送信されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

例

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router(config)# snmp-server enable traps ipran alarm-gsm

関連コマンド

コマンド

説明

snmp-server enable traps
ipran util
snmp-server enable traps
ipran

バックホールの使用率に関する情報を提供します。
すべての通知をイネーブルにします。
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snmp-server enable traps ipran util

snmp-server enable traps ipran util
システムで使用可能な簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知（トラップ）を介して、バック
ホール使用状況に対応付けられている情報アラームを提供するには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで snmp-server enable traps ipran util コマンドを使用します。ipran 使用率通知をディ
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server enable traps ipran util
no snmp-server enable traps ipran util

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。通知は送信されません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(19)MR2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

例

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router(config)# snmp-server enable traps ipran util

関連コマンド

B-420

コマンド

説明

snmp-server enable traps
ipran alarm-gsm
snmp-server enable traps
ipran
ipran-mib
backhaul-notify-interval
ipran-mib
threshold-acceptable
ipran-mib
threshold-overloaded
ipran-mib
threshold-warning

GSM-Abis インターフェイスに対応付けられている情報アラームを
提供します。
すべての通知をイネーブルにします。
使用状況の計算に使用されるインターバルを指定します。
トラフィックの許容レベルを指定します。
バックホールが過負荷であることを表すトラフィック量を指定します。
バックホールが過負荷ではないがパフォーマンスに影響を与えるだ
けのトラフィックを伝送していることを表すトラフィック量を指定
します。
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switch l2trust

switch l2trust
Cisco MWR 2941-DC ギガビットイーサネット ポートのレイヤ 2 信頼モードをイネーブルにします。
レイヤ 2 信頼モードをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

switch l2trust
no switch l2trust

デフォルト

このコマンドはデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Cisco MWR 2941-DC 上のすべてのギガビットイーサネット ポートのレイヤ 2 信頼
モードをイネーブルにします。

例

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router(config)# switch l2trust
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

show interface switchport
backup

バックアップ スイッチポートのステータス情報を表示します。
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switchport backup

switchport backup
レイヤ 2 インターフェイス上で switchport backup interface インターフェイス設定コマンドを使用し
て、Flex Link、互いにバックアップを提供するペアのインターフェイスを設定します。Flex Link 設定
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport backup interface {interface-id} preemption {delay delay-time | mode
{bandwidth | forced | off}}
no switchport backup interface {interface-id} preemption {delay delay-time | mode
{bandwidth | forced | off}}

シンタックスの説明

interface-id

preemption
delay
delay-time
mode
bandwidth
forced
off

設定されるインターフェイスのバックアップ リンクとして動作するレイヤ
2 インターフェイスは、物理インターフェイスまたはポート チャネルです。
ポート チャネル範囲は 1 ～ 486 です。
バックアップ インターフェイス ペアの切り替えスキームを設定します。
（任意）切り替え遅延を指定します。
（任意）切り替え遅延の長さを指定します。有効値の範囲は 1 ～ 300 秒です。
切り替えモードを bandwidth、forced 、または、off として指定します。
（任意）より多くの帯域幅を使用できるインターフェイスが常にバックアッ
プに優先することを指定します。
（任意）インターフェイスが常にバックアップに優先することを指定します。
（任意）バックアップからアクティブへの切り替えが発生しないことを指定
します。

デフォルト

デフォルトの設定はありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.2(18)SXF
12.2(33)SRA
12.4(19)MR2

このコマンドのサポートが、Supervisor Engine 720 に追加されました。
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このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。
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switchport backup

例

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router(config)# interface gigabitethernet0/3
Router(config-if)# switchport backup interface gigabitethernet0/4
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

show interface switchport
backup

バックアップ スイッチポートのステータス情報を表示します。
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switchport stacking-partner

switchport stacking-partner
スタッキングによって、1 個のシャーシ内の 2 個のスイッチ モジュールを 1 個のスイッチのように動作
させることができます。これにはまず、1 個のポートを各スイッチ モジュールから選択し、スタッキン
グ パートナーとして設定します。次に、ケーブルを使用して、各スイッチング モジュールのスタッキ
ング パートナーを接続し、スイッチ モジュールを物理的にスタックする必要があります。スイッチ モ
ジュールの任意の 1 ポートをスイッチ モジュールのスタッキング パートナーとして指定できます。

switchport stacking-partner コマンドを使用してスタッキング パートナー ポートを設定します。この
コマンドは、オンボード ギガビットイーサネット ポートまたは HWIC-D-9ESW カードのファスト
イーサネット ポートで使用できます。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport stacking-partner interface gigabitethernet partner-interface-id
no switchport stacking-partner interface gigabitethernet partner-interface-id

シンタックスの説明

interface
partner-interface-id

スタッキング パートナー インターフェイスを指定します。

0/1 などのスタッキング パートナー インターフェイスのスロット番号およ
びポート番号。

デフォルト

デフォルトの設定はありません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.3(8)T4
12.4(20)MR

このコマンドが追加されました。

例

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

次に、このコマンドの出力例を示します。
Router(config)# interface gigabitethernet0/3
Router(config-if)# switchport stacking-partner interface gigabitethernet0/4

関連コマンド
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コマンド

説明

show interface switchport

スイッチポートのステータス情報を表示します。
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termination

termination
DSL インターフェイスをセントラル オフィス機器または顧客宅内機器として機能するように設定しま
す。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

termination {co | cpe}
no termination {co | cpe}

シンタックスの説明

co
cpe

WIC はセントラル オフィス機器として機能し、cpe として設定された他の
G.SHDSL WIC とインターフェイスできます。
WIC は顧客宅内機器として機能し、DSLAM および co として設定された
他の G.SHDSL WIC とインターフェイスできます。

デフォルト

デフォルトの設定は cpe です。

コマンド モード

コントローラ コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.4(20)MR

このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

例

次に、termination コマンドの使用例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# controller shdsl2/0
Router(config-controller)# equipment-type co

関連コマンド

コマンド

説明

controller

デジタル加入者線（DSL）コントローラを設定します。
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tunnel destination

tunnel destination
トンネル インターフェイスの宛先を指定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モード
で tunnel destination コマンドを使用します。宛先を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し
ます。

tunnel destination {host-name | ip-address}
no tunnel destination

シンタックスの説明

host-name
ip-address

ホスト宛先の名前。
ドット付き 10 進表記で記述されたホスト宛先の IP アドレス。

コマンドのデフォルト

トンネル インターフェイス宛先は指定されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.3(7)T

このコマンドが追加されました。

12.2(30)S
12.2(28)SB
12.2(25)SG
12.2(33)SRA
12.2SX

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

トンネル宛先として IPv6 ノードを設定できるように、ipv6-address 引数を
受け入れるようアドレス フィールドが変更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(30)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)SG に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

2 つのトンネルに、発信元アドレスと宛先アドレスが正確に同一である同一カプセル化モードを使用す
るように設定することはできません。回避策は、ループバック インターフェイスを作成し、ループ
バック インターフェイスからパケット ソースを切り離すように設定することです。
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tunnel destination

例

GRE トンネリングの場合のトンネル宛先アドレス例
次に、Generic Routing Encapsulation （GRE）の場合に、GRE トンネリングのトンネル宛先を設定す
る方法を示します。
Router(config)# interface
Router(config-if)# tunnel
Router(config-if)# tunnel
Router(config-if)# tunnel

関連コマンド

tunnel0
source ethernet0
destination 10.108.164.19
mode gre ip

コマンド

説明

tunnel mode
tunnel source

トンネル インターフェイスのカプセル化モードを設定します。
トンネル インターフェイスの送信元アドレスを設定します。
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tunnel source

tunnel source
トンネル インターフェイスの発信元アドレスを設定するには、インターフェイス コンフィギュレー
ション モードで tunnel source コマンドを使用します。発信元アドレスを削除するには、このコマンド
の no 形式を使用します。

tunnel source {ip-address | interface-type interface-number}
no tunnel source

シンタックスの説明

ip-address
interface-type
interface-number

トンネル内のパケットの発信元アドレスとして使用する IP アドレス
インターフェイス タイプ
ポート、コネクタ、または、インターフェイス カードの番号。番号は、イ
ンストレーション時に工場で割り当てられるか、または、システム追加時に
割り当てられます。また、show interfaces コマンドで表示できます。

コマンドのデフォルト

トンネル インターフェイスの発信元アドレスは設定されていません。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

10.0
12.3(7)T

このコマンドが追加されました。

12.2(30)S
12.2(25)SG
12.2(33)SRA
12.2SX

12.4(20)MR

使用上のガイドライン

トンネル発信元として IPv6 ノードを使用できるように、IPv6 アドレスを受
け入れるようアドレス フィールドが変更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(30)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)SG に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なりま
す。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

発信元アドレスは、明示的に定義された IP アドレス、または、特定のインターフェイスに割り当てら
れた IP アドレスのいずれかです。

2 つのトンネルに、発信元アドレスと宛先アドレスが正確に同一である同一カプセル化モードを使用す
ることはできません。回避策は、ループバック インターフェイスを作成し、ループバック インター
フェイスからソース パケットを切り離すことです。
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tunnel source

例

GRE トンネリング例
次に、Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネリングの場合にトンネル発信元アドレスを設定す
る例を示します。
Router(config)# interface
Router(config-if)# tunnel
Router(config-if)# tunnel
Router(config-if)# tunnel

関連コマンド

tunnel0
source ethernet0
destination 172.32.164.19
mode gre ip

コマンド

説明

tunnel destination

トンネル インターフェイスの宛先を指定します。
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ubr+

ubr+
ATM 相手先固定接続（PVC）、PVC 範囲、相手先選択接続（SVC）、仮想回線（VC）クラス、また
は、VC バンドル メンバーに対して、Unspecified Bit Rate（UBR; 未指定ビット レート）Quality of
Service（QoS）を設定し、出力 Peak Cell Rate（PCR; ピーク セル レート）および出力最小保証セル
レートを指定するには、該当するコマンド モードで ubr+ コマンドを使用します。UBR+ パラメータ
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ubr+ output-pcr output-mcr [input-pcr] [input-mcr]
no ubr+ output-pcr output-mcr [input-pcr] [input-mcr]

シンタックスの説明

output-pcr
output-mcr
input-pcr
input-mcr

kbps 単位の出力ピーク セル レート（PCR）
kbps 単位の出力最小保証セル レート
（SVC の場合だけの任意）kbps 単位の入力 PCR 。この値が省略された
場合は、input-pcr は、output-pcr と等しくなります。
（SVC の場合だけの任意）kbps 単位の入力最小保証セル レート この値
が省略された場合は、input-mcr は、output-mcr と等しくなります。

デフォルト

UBR QoS は、物理インターフェイスの最大ライン レートです。

コマンド モード

interface-ATM-VC コンフィギュレーション（非 DSL インターフェイスだけの ATM PVC 、または非
DSL インターフェイスだけの ATM SVC の場合）
VC-class コンフィギュレーション（VC クラスの場合）
Bundle-VC コンフィギュレーション（ATM VC バンドル メンバーの場合）
PVC range コンフィギュレーション（ATM PVC 範囲の場合）
PVC-in-range コンフィギュレーション（PVC 範囲内の個々の PVC の場合）

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3 T
12.0(3)T

このコマンドが追加されました。

12.1(5)T

このコマンドは、UBR+ QoS の選択、および、ATM VC バンドルと VC バ
ンドルに対する出力 PCR と出力最小保証セル レートの設定をサポートする
ために拡張されました。
このコマンドが、PVC 範囲コンフィギュレーション モードおよび
PVC-in-range コンフィギュレーション モードで使用できるようになりまし
た。

12.4(2)XA
12.4(6)T
12.2(33)SRA
12.2SX

12.4(20)MR

B-430

このコマンドが DSL ATM インターフェイス上で有効になりました。
このコマンドが DSL ATM インターフェイス上で有効になりました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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ubr+

使用上のガイドライン

相互に異なる出力 PCR と入力 PCR を持つ ATM SVC を設定するには、output-pcr、output-mcr、
input-pcr、および input-mcr 引数を使用して、明示的に出力値と入力値を指定する必要があります。

ubr、ubr+、または vbr-nrt コマンドを使用して QoS パラメータを設定します。最後に入力したコマ
ンドが、該当する PVC または SVC に適用されます。
ATM PVC または SVC 上で、ubr+ コマンドが明示的に設定されない場合、VC は次のデフォルト設定
を継承します（優先順位の順にリストされています）。

• PVC または SVC 自身に割り当てられた VC クラスの任意の QoS コマンド（ubr、ubr+、または
vbr-nrt）の設定
• PVC ATM サブインターフェイスまたは SVC ATM サブインターフェイスに割り当てられた VC ク
ラスの任意の QoS コマンド（ubr、ubr+、または vbr-nrt）の設定
• PVC メイン インターフェイスまたは SVC ATM メイン インターフェイスに割り当てられた VC ク
ラスの任意の QoS コマンド（ubr、ubr+、または vbr-nrt）の設定
• グローバル デフォルト：PVC または SVC の最大ライン レートの UBR QoS
このコマンドを VC-class コンフィギュレーション モードで使用するには、ubr+ コマンドを入力する
前に vc-class atm グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。コマンドを含む VC ク
ラスがスタンドアロン VC（バンドル メンバーではない VC）に付加されている場合、このコマンドは
効果がありません。
このコマンドを bundle-VC コンフィギュレーション モードで使用するには、bundle コマンドを入力し
て、VC メンバーが属するバンドルを指定し、次に、bundle コンフィギュレーション モードを開始し
ます。最後に、pvc-bundle バンドル コンフィギュレーション コマンドを入力して VC をメンバーとし
てバンドルに追加します。

VC バンドルの VC は、次の設定継承規則を使用します（2 番目に高い優先順位の順にリストされてい
ます）。

• bundle-VC モードの VC 設定
• バンドル モードのバンドル設定（および、割り当てられた VC-class コンフィギュレーションの
影響）

• サブインターフェイス モードのサブインターフェイス設定

DSL ATM インターフェイスは相手先選択接続（SVC）をサポートしません。

例

次に、DSL ライン上に UBR+ PVC を設定する例を示します。
interface atm 0/0
pvc 4/100
ubr+ 2304 2304

次の例では、ATM PVC の output-pcr 引数に 100,000 kbps を、また、output-mcr 引数に 3,000 kbps を
指定しています。
pvc 1/32
ubr+ 100000 3000

次の例では、ATM SVC の output-pcr、output-mcr、input-pcr、および input-mcr 引数に、それぞれ、
10,000 kbps、3,000 kbps、9,000 kbps、および、1,000 kbps を指定しています。
svc lion nsap 47.0091.81.000000.0040.0B0A.2501.ABC1.3333.3333.05
ubr+ 10000 3000 9000 1000
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ubr+

関連コマンド

コマンド

encapsulation
protocol
（ATM）
ubr
vbr-nrt

説明
インターフェイスが使用するカプセル化方式を設定します。

ATM PVC、SVC、VC クラス、または、VC バンドルのスタティック マップを設
定します。

UBR QoS を設定し、ATM PVC、SVC、VC クラス、または VC バンドル メン
バーの出力ピーク セル レートを指定します。
Variable Bit Rate-Nonreal Time（VBR-NRT; 可変ビット レート非リアルタイム）
QoS を設定し、ATM PVC、SVC、VC クラス、または VC バンドル メンバーの出
力ピーク セル レート、出力平均セル レート、および、出力最大バースト セル サ
イズを指定します。

vbr-rt

B-432

VoATM 音声接続の可変ビット レートを設定します。
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vbr-nrt
ATM 相手先固定チャネル（PVC）、PVC 範囲、相手先選択接続（SVC）、VC クラス、または、VC バ
ンドル メンバーの可変ビット レート非リアルタイム（VBR-NRT）Quality of Service（QoS）を設定
し、出力ピーク セル レート（PCR）、出力平均セル レート（SCR）、および、出力最大バースト セル
サイズを指定するには、該当するコマンドモードで vbr-nrt コマンドを使用します。VBR-NRT パラ
メータを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vbr-nrt output-pcr output-scr output-maxburstsize [input-pcr] [input-scr]
[input-maxburstsize]
no vbr-nrt output-pcr output-scr output-maxburstsize [input-pcr] [input-scr]
[input-maxburstsize]

シンタックスの説明

output-pcr
output-scr
output-maxburstsize
input-pcr
input-scr
input-maxburstsize

出力 PCR（単位：キロビット / 秒（kbps））

kbps 単位の出力 SCR
出力最大バースト セル サイズ（セルの数で示される）。
（SVC の場合だけの任意）kbps 単位の入力 PCR。
（SVC の場合だけの任意）kbps 単位の入力 SCR。
（SVC の場合だけの任意）入力最大バースト セル サイズ（セルの数で示さ
れる）。

コマンドのデフォルト

物理インターフェイスの最大ライン レートでの未指定ビット レート（UBR）QoS がデフォルトです。

コマンド モード

ATM PVC-in-range コンフィギュレーション（PVC 範囲内の個々の PVC の場合）
ATM PVC 範囲コンフィギュレーション（ATM PVC 範囲の場合）
ATM PVP コンフィギュレーション
Bundle-vc コンフィギュレーション（ATM VC バンドル メンバーの場合）
interface-ATM-VC コンフィギュレーション（ATM PVC または SVC の場合）
VC-class コンフィギュレーション（VC クラスの場合）

コマンドの履歴

リリース

変更点

11.3T
12.0(3)T

このコマンドが追加されました。
このコマンドは、ATM バンドル メンバーおよび VC バンドル メンバーに対
する、BR-NRT QoS の設定、および、出力 PCR、出力 SCR、および、出力
最大バースト セル サイズの指定をサポートするために拡張されました。

12.0(25)SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(25)SX に統合され、Cisco 10000
シリーズ ルータに実装されました。

12.1(5)T

このコマンドが、PVC 範囲コンフィギュレーション モードおよび
PVC-in-range コンフィギュレーション モードで使用できるようになりま
した。

12.2(33)SRA
12.2(31)SB2

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2. に統合されました。
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vbr-nrt

使用上のガイドライン

リリース

変更点

12.2SX

このコマンドが Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされました。
このトレインの特定の 12.2SX リリースでのサポートは、使用する機能セッ
ト、プラットフォームおよびプラットフォーム ハードウェアにより異なり
ます。

Cisco IOS XE Release
2.3
12.4(20)MR

このコマンドが、ATM PVP コンフィギュレーション モードで使用できる
ようになりました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。

ubr、ubr+、または vbr-nrt コマンドを使用して QoS パラメータを設定します。最後に入力したコマ
ンドが、該当する PVC または SVC に適用されます。
ATM PVC または SVC 上で、vbr-nrt コマンドが明示的に設定されない場合、VC は次のデフォルト設
定を継承します（優先順位の順にリストされています）。

• PVC または SVC 自身に割り当てられた VC クラスの任意の QoS コマンド（ubr、ubr+、または
vbr-nrt）の設定
• PVC ATM サブインターフェイスまたは SVC ATM サブインターフェイスに割り当てられた VC ク
ラスの任意の QoS コマンド（ubr、ubr+、または vbr-nrt）の設定
• PVC ATM メインインターフェイスまたは SVC ATM メインインターフェイスに割り当てられた
VC クラスの任意の QoS コマンド（ubr、ubr+、または vbr-nrt）の設定
• グローバル デフォルト：PVC または SVC の最大ライン レートの UBR QoS
このコマンドを VC-class コンフィギュレーション モードで使用するには、vbr-nrt コマンドを入力す
る前に vc-class atm グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。コマンドを含む VC
クラスがスタンドアロン VC（バンドル メンバーではない VC）に付加されている場合、このコマンド
は効果がありません。
このコマンドを bundle-VC コンフィギュレーション モードで使用するには、pvc-bundle コンフィギュ
レーション コマンドを入力し、VC をバンドル メンバーとして追加します。

VC バンドルの VC は、次の設定継承規則に従います（優先順位の順にリストされています）。
• bundle-VC モードの VC 設定
• バンドル モードのバンドル設定（および、割り当てられた VC-class コンフィギュレーションの
影響）

• サブインターフェイス モードのサブインターフェイス設定

例

次の例では、ATM PVC の出力 PCR に 100,000 kbps を、出力 SCR に 50,000 kbps を、出力 MBS に
64 を指定しています。
pvc 1/32
vbr-nrt 100000 50000 64

次の例では、ATM SVC の VBR-NRT 出力パラメータ、および入力パラメータを指定しています。
svc atm-svc1 nsap 47.0091.81.000000.0040.0B0A.2501.ABC1.3333.3333.05
vbr-nrt 10000 5000 32 20000 10000 64
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vbr-nrt

関連コマンド

コマンド

説明

encapsulation

インターフェイスが使用するカプセル化方式を設定します。

protocol（ATM）

ATM PVC、SVC、VC クラス、または VC バンドルのスタティック マップ
を設定します。次に、直接 PVC 上、VC バンドル上、または VC クラス内
で Inverse ARP を設定することによって、ATM PVC の 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（IP および IPX プ
ロトコルだけに適用）。

ubr

UBR QoS を設定し、ATM PVC、SVC、VC クラス、または VC バンドル
メンバーの出力ピーク セル レートを指定します。

ubr+

UBR QoS を設定し、ATM PVC、SVC、VC クラス、または VC バンドル メ
ンバーの出力ピーク セル レートと出力最小保証セル レートを指定します。
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vbr-rt

vbr-rt
VoATM 音声接続のリアルタイム可変ビット レート（VBRI）を設定するには、vbr-rt コマンドを該当
するコンフィギュレーション モードで使用します。音声接続の VBR をディセーブルにするには、この
コマンドの no 形式を使用します。

vbr-rt peak-rate average-rate burst
no vbr-rt

シンタックスの説明

peak-rate

音声接続のピーク情報レート（PIR）（単位：キロビット / 秒（kbps））。
キャリアのライン レートを超えない場合は、ライン レートに設定します。
指定できる値の範囲は 56 ～ 10000 です。

average-rate
burst

音声接続の平均情報レート（AIR）（単位：kbps）。
バースト サイズ（セルの数）。指定できる値の範囲は 0 ～ 65536 です。

コマンドのデフォルト

リアルタイム VBR 設定は設定されていません。

コマンド モード

ATM VC バンドル メンバーの場合、ATM Bundle-vc コンフィギュレーション
ATM PVP の場合、ATM PVP コンフィギュレーション
ATM 相手先固定接続（PVC）または相手先選択接続（SVC）の場合、interface-ATM-VC コンフィ
ギュレーション
仮想回線（VC）クラスの場合、VC-class コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0
12.1(5)XM

このコマンドが Cisco MC3810 に追加されました。

12.2(2)T
12.2(11)T
Cisco IOS XE Release
2.3
12.4(20)MR
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このコマンドが Cisco 3600 シリーズ ルータに実装され、簡易ゲートウェイ
コントロール プロトコル（SGCP）およびメディア ゲートウェイ コント
ロール プロトコル（MGCP）をサポートするために変更されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(2)T に統合されました。
このコマンドが Cisco AS5300 および Cisco AS5850 で実装されました。
このコマンドが、ATM PVP コンフィギュレーション モードで使用できる
ようになりました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(20)MR に統合されました。
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vbr-rt

使用上のガイドライン

このコマンドは、音声 PVC とデータ PVC の間のトラフィック シェーピングを設定します。キャリア
がコールを廃棄しないために、トラフィック シェーピングが必要です。音声およびデータのトラ
フィック シェーピングを設定するには、音声トラフィックにピーク オプション、平均オプション、お
よび、バースト オプションを設定する必要があります。PVC がバースト トラフィックを搬送する場合
は、バースト値を設定します。音声コールの数に対する帯域幅を PVC が効果的に処理するために、
ピーク値、平均値、バースト値が必要です。
音声コールの数に対して、次のように最小ピーク値、平均値、バースト値を計算します。

ピーク値
ピーク値 = (2 x 最大コール数 )×16K = _______________

平均値
PVC が搬送するコールの最大数に、コールあたりの帯域幅を掛けて計算します。次の式は、kbps 単位
の平均レートを計算します。

• VoIP の場合
– G.711、サンプル サイズが 40 バイトまたは 80 バイト
平均値 = 最大コール数 ×128K = _______________

– G.726、サンプル サイズが 40 バイト
平均値 = 最大コール数 ×85K = _______________

– G.729a、サンプル サイズが 10 バイト
平均値 = 最大コール数 ×85K = _______________

• VoATM アダプテーション レイヤ 2（VoAAL2）
– G.711、サンプル サイズが 40 バイト
平均値 = 最大コール数 ×85K = _______________

– G.726、サンプル サイズが 40 バイト
平均値 = 最大コール数 ×43K = _______________

– G.729a、サンプル サイズが 10 バイト
平均値 = 最大コール数 ×43K = _______________

Voice Activity Detection（VAD; 音声アクティビティ検出）がイネーブルである場合、最大数のコール
が進行中であれば、帯域幅利用は 12% 削減されます。進行中のコールが少なければ、帯域幅の削減は
少なくなります。

バースト値
可能なかぎり大きいバースト サイズを設定し、最小バースト サイズを下回るサイズは設定しません。
ガイドラインは次のとおりです。

• 最小バースト サイズ = 4 x 音声コール数 = _______________
• 最大バースト サイズ = キャリアが認める最大 = _______________
音声 PVC を使用してトラフィック シェープされるデータ PVC を設定する場合、AAL5snap カプセル
化を使用し、オーバーヘッドを音声レートの 1.13 倍として計算します。
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vbr-rt

次に、ATM PVC 20 のトラフィック シェーピング レートを設定する例を示します。ピーク レート、
平均レート、バースト レートは、PVC の最大コール、20 に基づいて計算されます。

例

Router# configure terminal
Router(config)# interface atm0/0
Router(config-if)# pvc 20
Router(config-if-atm-vc)# encapsulation aal5mux voice
Router(config-if-atm-vc)# vbr-rt 640 320 80

関連コマンド

コマンド

説明

encapsulation aal5

ATM PVC、SVC、または、VC クラスの AAL およびカプセル化タイプを
設定します。
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xconnect
接続回線を疑似回線にバインドするには、サポートされるコンフィギュレーション モードのいずれか
で xconnect コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

xconnect peer-ip-address | vcid | pseudowire-parameters [ignore-vpi-vci]
no xconnect

シンタックスの説明

peer-ip-address
vcid
pseudowire-parameters

リモート プロバイダー エッジ（PE）ピアの IP アドレス リモート ルータ
ID は、到達可能であるかぎり任意の IP アドレスです。
PE ルータ間の仮想回線（VC）の 32 ビット識別情報
接続回線に使用されるカプセル化パラメータおよび疑似回線クラス パラ
メータ。次のうち少なくとも 1 つの PW パラメータを設定する必要があり
ます。

• encapsulation {l2tpv3 | mpls}：データを PW にカプセル化するため
のトンネリング方式を指定します。

– l2tpv3：L2TPv3 をトンネリング方式として指定します。
– mpls：MPLS をトンネリング方式として指定します。
（注）

L2TP は現在、Cisco MWR 2941-DC ではサポートされません。

• pw-class pw-class-name ：データ カプセル化タイプを取得する先の疑
似回線クラス コンフィギュレーションを指定します。カプセル化方式
を選択した場合には、このオプションは必須です。

transmit
receive
both
one-to-one

ignore-vpi-vci

接続回線から受信したデータ パケットをシーケンシングします。
接続回線に送信されるデータ パケットをシーケンシングします。
接続回線で送受信されるデータ パケットをシーケンシングします。
これを適用するのは、xconnect コマンドを AAL0 カプセル化 PVC に設定
する場合だけです。キーワードは、PW タイプを 1 対 1 の VCC セルリレー
として指定します。
このパラメータを設定すると、Cisco MWR 2941-DC では、PW パケット
の VPI/VCI 値が無視され、ローカルに設定された（接続側の）PVC の
VPI/VCI 値を使用して出力 ATM セル ヘッダーが書き換えられます。
（注）

xconnect コマンドを PVC に設定している場合の、1 対 1 の疑似回
線に対してだけこのパラメータを使用できます。

デフォルト

接続回線は PW にバインドされていません。
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xconnect

コマンド モード

CEM 回線コンフィギュレーション
インターフェイス コンフィギュレーション
サブインターフェイス コンフィギュレーション

l2transport コンフィギュレーション（ATM の場合）
接続コンフィギュレーション
グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(23)S
12.0(28)S
12.3(2)T
12.2(25)S
12.2(27)SBC
12.4(11)T
12.2(33)SRB

このコマンドが追加されました。

12.4(19)MR2

使用上のガイドライン

マルチリンク フレーム リレー接続のサポートが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(2)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(25)S に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(27)SBC に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(11)T に統合されました。
このコマンドは、AToM スタティック疑似回線のサポートを追加するように
変更され、リモート ルータ ID がピアのラベル配布プロトコル（LDP）ルー
タ ID である必要がなくなりました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

peer-ip-address 引数と vcid 引数の組み合わせは、ルータ上で一意にする必要があります。各 xconnect
コンフィギュレーションでは、ピア IP アドレスおよび vcid の一意の組み合わせのコンフィギュレー
ションにする必要があります。
ローカルおよびリモート PE ルータ上で、接続回線を特定する同じ vcid 値を xconnect コマンドを使用し
て設定する必要があります。vcid 引数は PW と接続回線の間のバインディングの作成に使用されます。

pw-class pw-class-name 値は、接続回線の xconnect コンフィギュレーションを特定の疑似回線クラス
にバインドするために使用されます。このように、疑似回線クラス コンフィギュレーションは、

xconnect コマンドを使用してバインドされるすべての接続回線が使用する設定を含んだテンプレート
として機能します。

（注）

カプセル化キーワードを指定する場合は、pw-class キーワードを指定する必要があります。

ignore-vpi-vci キーワード
PVC マッピングでは、ignore-vpi-vci キーワードを指定して xconnect コマンドを実行すると、
pw-pvc コマンドを実行した場合よりも処理が効率的です。
本来、PVC マッピングは、pw-pvc pw-vpi/pw-vci コマンドを使用して行われていました。MWR は
MPLS PW パケットを受信すると、PW ペイロードをデコードして PW VPI/VCI 値を検索し、ローカル
に設定された PVC 値のいずれかと一致するかどうかを確認します。値が一致した場合、
PW-VPI/PW-VCI は AC 側 VPI/VCI に変換され、セルがローカルの PVC に送信されます。値が一致し
ない場合、MWR は受信 PW パケットをドロップします。MWR は PW パケットを生成する際、設定済
みの pw-vpi/pw-vci 値を使用します。ここでは、PVC マッピングはすべて MWR 上で行われ、リモー
ト エンドに対して透過的です。
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ignore-vpi-vci キーワードが設定された場合、プロセスは異なります。N:1 で N が 1 という特別な場
合、MWR から PW パケットが着信すると、受信ルータでは、PW ペイロードに含まれる VPI/VCI 値
が無視されます。受信ルータでは、ブラインド書き換えを実行し、AC 側 VPI/VCI を使用して、セル
を AC 側 PVC に送信します。
ignore-vpi-vci キーワードを指定して xconnec コマンドを実行した場合、MWR が受信ルータと同様に
動作すれば、PVC マッピングは効率的に行われます。このコマンドを使用しない場合、MWR は PW
パケット内の VPI/VCI 値をチェックして、ローカルに設定された PVC または PVC との照合を実行し
てマッピングを行います。ignore-vpi-vci キーワードを設定した場合、MWR では、PW パケット内の
VPI/VCI ヘッダーが無視され、ローカルに設定された AC 側 PVC の VPI/VCI 値を使用してブライン
ド書き換えが実行されます。

（注）

例

この処理は、N:1 VCC PW で N が 1 という特別な場合にだけ適用されます。

次に、ATM 回線をリモート ピア（10.0.3.201）の存在する PW（名前：123）にバインドすることで、
ATM インターフェイスに xconnect サービスを設定する例を示します。ATM-xconnect という名前の疑
似回線クラスのコンフィギュレーション設定が使用されています。
Router# config tby
Router(config)# interface ATM 0/0
Router(config-if)# xconnect 10.0.3.201 123 pw-class ATM-xconnect
Router(config-if-xconn)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

次に、xconnect コマンドで ignore-vpi-vci キーワードを指定して実行する PVC マッピングの例を示し
ます。例では、MWR およびリモート エンド（7600）ルータの両方の場合を示します。

MWR：
Router# config t
Router(config)# interface ATM 0/0
Router(config-if)# pvc 0/10 12transport
Router(config-if-atm-12trans-pvc)# encapsulation aa10
Router(config-if-atm-12trans-pvc)# xconnect 10.10.10.10 100 encapsulation mpls ignore-vpi-vci
Router(config-if-atm-12trans-pvc-xconn)# exit
Router(config-if-atm-12trans-pvc)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit

7600:
Router# config t
Router(config)# interface ATM 0/0
Router(config-if)# pvc 2/20 12transport
Router(config-if-atm-12trans-pvc)# encapsulation aa10
Router(config-if-atm-12trans-pvc)# xconnect 20.20.20.20 100 encapsulation mpls
Router(config-if-atm-12trans-pvc-xconn)# exit
Router(config-if-atm-12trans-pvc)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
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xconnect

関連コマンド

コマンド

説明

pseudowire-class

PW を経由して転送される接続回線により使用される PW コンフィ
ギュレーション設定のテンプレートを設定します。

show xconnect

B-442

xconnect 接続回線および PW に関する情報を表示します。
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xconnect logging redundancy
System message log（Syslog）による xconnect 冗長グループ ステータスのレポートをイネーブルにす
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで xconnect logging redundancy コマンドを使用
します。Syslog による xconnect 冗長グループ ステータスのレポートをディセーブルにするには、この
コマンドの no 形式を使用します。

xconnect logging redundancy
no xconnect logging redundancy

シンタックスの説明

このコマンドには引数もキーワードもありません。

デフォルト

Syslog による xconnect 冗長グループ ステータスのレポートはディセーブルです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

コマンドの履歴

リリース

変更点

12.0(31)S
12.2(28)SB
12.4(11)T
12.2(33)SRB
12.2(33)SXI
12.4(19)MR2

このコマンドが追加されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(11)T に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SRB に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(33)SXI に統合されました。
このコマンドが Cisco IOS Release 12.4(19)MR2 に統合されました。

使用上のガイドライン

Syslog による xconnect 冗長グループ ステータスのレポートをイネーブルにするには、このコマンドを
使用します。

例

次の例では、xconnect 冗長性グループのステータスの syslog レポートを有効にし、スイッチオーバー
イベントの発生時に生成されるメッセージを表示しています。
Router# config t
Router(config)# xconnect logging redundancy
Router(config)# exit

プライマリ メンバーのアクティブ化
00:01:07: %XCONNECT-5-REDUNDANCY: Activating primary member 10.55.55.2:1000

バックアップ メンバーのアクティブ化
00:01:05: %XCONNECT-5-REDUNDANCY: Activating secondary member 10.55.55.3:1001
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xconnect logging redundancy

関連コマンド

B-444

コマンド

説明

xconnect

イーサネット、802.1q VLAN、またはフレーム リレー接続回線を
xconnect サービスのレイヤ 2 PW にバインドし、xconnect コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
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