
モジュラ QoS サービスパケットの分類の設
定

パケット分類は、データパス上で輻輳管理または輻輳回避を必要とするトラフィックフローを

識別し、マーキングします。モジュラ Quality of Service（QoS）コマンドラインインターフェイ
ス（MQC）は、分類する必要のあるトラフィックフローを定義するために使用します。このと
き、各トラフィックフローをサービスクラス、またはクラスと呼びます。その後、トラフィッ

クポリシーを作成し、クラスに適用します。定義されたクラスに該当しないトラフィックは、

すべてデフォルトクラスのカテゴリに分類されます。

このモジュールでは、QoSパケット分類の概念および設定情報について説明します。
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Cisco ASR 9000 シリーズルータでのモジュラ QoS パケット分類とマーキングの設定に関する機能
履歴

変更内容リリース

クラスベース無条件パケットマーキング機能が、ASR9000イーサネッ
トラインカードに導入されました。

IPv6 QoS機能が、ASR 9000イーサネットラインカードに導入されま
した。（IPv6ACLに対するQoSの照合はサポートされていません）。

パケットの分類とマーキング機能が、ASR 9000イーサネットライン
カードに導入されました。

リリース 3.7.2

クラスベース無条件パケットマーキング機能が、ASR 9000用 SIP 700
でサポートされました。

パケットの分類とマーキング機能が、ASR 9000用 SIP 700でサポート
されました。

ポリシーの継承機能が、ASR 9000イーサネットラインカードと ASR
9000用 SIP 700に導入されました。

共有ポリシーインスタンス機能が、ASR 9000イーサネットライン
カードに導入されました。

リリース 3.9.0

DEI機能に基づく分類機能が、ASR 9000イーサネットラインカード
に導入されました。

In-Placeポリシーの変更機能は、ASR 9000イーサネットラインカー
ドと ASR 9000用 SIP 700に導入されました。

IPv6 QoS機能が、ASR 9000用 SIP 700でサポートされました。

同じクラスのポリサーアクションの一部として、スタンドアロンマー

キングアクションが 3つ、マーキングアクションが 3つ、ASR 9000
用 SIP 700に追加されました。（ASR 9000イーサネットラインカー
ドでは、同じクラスのポリサーアクションの一部として、スタンドア

ロンマーキングアクションを 2つ、マーキングアクションを 2つサ
ポートしています）。

リリース 4.0.0

ポートシェーピングポリシー機能のサポートが、ASR 9000イーサ
ネットラインカードに導入されました。

リリース 4.0.1

衛星機能の QoSが追加されました。リリース 4.2.1

• モジュラ QoSパケット分類の設定の前提条件, 3 ページ

• モジュラ QoSパケットの分類の設定に関する情報, 3 ページ

• モジュラ QoSのパケット分類の設定方法, 21 ページ
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• モジュラ QoSパケット分類の設定例, 45 ページ

• その他の関連資料, 52 ページ

モジュラ QoS パケット分類の設定の前提条件
ネットワークでモジュラQoSパケット分類とマーキングを設定するには、次の前提条件が必要で
す。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスガイドには、各コマンドに必要なタスク IDが
含まれます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場

合、AAA管理者に連絡してください。

• Cisco IOS XR QoSの設定作業と概念に関する知識が必要です。

モジュラ QoS パケットの分類の設定に関する情報
このマニュアルのQoSパケット分類機能を設定するには、次の概念を理解している必要がありま
す。

パケット分類の概要

パケットの分類には、特定のグループ（またはクラス）内のパケットを分類し、これにトラフィッ

ク記述子を割り当てて、ネットワークでQoS処理用にアクセスできるようにする処理が含まれま
す。トラフィック記述子には、パケットが受ける転送処理（QualityofService）に関する情報が含
まれます。パケット分類を使用すると、複数のプライオリティレベルまたは CoSにネットワー
クトラフィックを区分できます。発信元が契約された条項に従うことに同意し、ネットワークが

QoSの実行を約束します。トラフィックポリサーとトラフィックシェーパーは、契約を順守す
るために、パケットのトラフィック記述子を使用します。

トラフィックポリサーおよびトラフィックシェーパーは、IP precedenceなどのパケット分類機能
を使用して、さまざまなタイプのQoSサービスに対して、ルータを通過するパケット（またはト
ラフィックフロー）を選択します。たとえば、IPパケットヘッダーのタイプオブサービス
（ToS）フィールドの 3つの precedenceビットを使用すると、最大 8種類のトラフィッククラス
で構成される限定的な設定にパケットを分類できます。パケットを分類した後、他のQoS機能を
使用して、輻輳管理、帯域幅割り当て、および遅延限度などの適切なトラフィック処理ポリシー

を、各トラフィッククラスに割り当てることができます。

IPv6ベースの分類は、レイヤ 3インターフェイスでのみサポートされています。（注）
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トラフィッククラスの要素

トラフィッククラスの目的は、ルータのトラフィックを分類することです。 class-mapコマンド
を使用して、トラフィッククラスを定義します。

トラフィッククラスに含まれる 3つの主な要素は、名前、一連の matchコマンド、そしてトラ
フィッククラスに複数のmatchコマンドが存在する場合にmatchコマンドを評価する方法です。
トラフィッククラスの名前は、class-mapコマンドで指定します。たとえば、class-mapコマンド
で ciscoを使用すると、トラフィッククラスの名前は ciscoになります。

matchコマンドは、パケット分類のためのさまざまな基準を指定するために使用します。パケッ
トは、matchコマンドで指定された基準に合っているかどうかを判断するために、チェックされ
ます。指定された基準に合っていれば、パケットはクラスのメンバーと見なされ、トラフィック

ポリシーで設定された QoS仕様に従って転送されます。一致基準を満たさないパケットは、デ
フォルトのトラフィッククラスのメンバーとして分類されます。デフォルトトラフィッククラ

スを参照してください。

複数の一致基準をトラフィッククラスに指定する場合は、これらのmatchコマンドを評価する方
法の説明を指定する必要があります。評価の説明は、class-map match-anyコマンドで指定しま
す。match-anyオプションを評価の説明として指定した場合、トラフィッククラスによって評価
されるトラフィックは、指定した条件のうち少なくとも 1つを満たす必要があります。match-all
オプションを指定した場合、トラフィックはすべての一致基準を満たす必要があります。

これらのコマンドの機能については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Routers Modular
Quality of Service Command Reference』でより詳細に説明します。トラフィッククラスの設定作業
については、トラフィッククラスの作成で説明されています。

トラフィックポリシーの要素

トラフィックポリシーの目的は、ユーザが指定したトラフィッククラスまたはクラスに分類され

たトラフィックに関連付ける QoS機能を設定することです。トラフィックポリシーを作成する
には、policy-mapコマンドを使用します。トラフィックポリシーには、名前、トラフィックク
ラス（classコマンドで指定）、およびQoSポリシーという 3つの要素が含まれます。トラフィッ
クポリシーの名前は、ポリシーマップのModular Quality of Service（MQC）で指定します（たと
えば、policy-map policy1コマンドによって policy1という名前のトラフィックポリシーを作成で
きます）。指定したトラフィックポリシーにトラフィックを分類するために使用するトラフィッ

ククラスは、クラスマップコンフィギュレーションモードで定義します。トラフィックポリ

シーにトラフィックを分類に使用するトラフィッククラスを選択した後で、この分類されたトラ

フィックに適用する QoS機能を入力できます。

MQCでは、必ずしも 1つのトラフィッククラスだけを 1つのトラフィックポリシーに関連付け
る必要はありません。パケットが複数の一致基準に一致する場合、1つのトラフィックポリシー
に 1024のトラフィッククラスを関連付けることができます。 1024のクラスマップには、デフォ
ルトクラスと子ポリシーのクラスが含まれます（存在する場合）。

クラスをポリシーマップで設定する順序が重要です。クラスの一致規則は、クラスをポリシー

マップで指定した順序でTCAMにプログラミングされます。したがって、あるパケットが複数の
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クラスと一致する場合は、最初に一致したクラスだけが返され、対応するポリシーが適用されま

す。

これらのコマンドの機能については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Modular
Quality of Service Command Reference』でより詳細に説明します。

トラフィッククラスの設定作業については、トラフィックポリシーの作成で説明されています。

デフォルトトラフィッククラス

未分類のトラフィック（トラフィッククラスで指定された一致条件を満たさないトラフィック）

は、デフォルトトラフィッククラスに属するものとして扱われます。

ユーザがデフォルトクラスを設定しない場合でも、パケットはデフォルトクラスのメンバとして

扱われます。ただし、デフォルトでは、デフォルトクラスにイネーブルな機能はありません。

そのため、機能が設定されていないデフォルトクラスに属するパケットにはQoS機能は適用され
ません。この後、これらのパケットは、ファーストインファーストアウト（FIFO）キューに配置
され、使用可能な下位リンクの帯域幅で決められたレートで転送されます。このFIFOキューは、
テールドロップと呼ばれる輻輳回避技術で管理されます。テールドロップなどの輻輳回避技術

の詳細については、このマニュアルの「Configuring Modular QoS Congestion Avoidance on
Cisco ASR 9000 Series Routers」モジュールを参照してください。

バンドルトラフィックポリシー

ポリシーがバンドルにバインドされている場合、各バンドルメンバ（ポート）で同じポリシーが

プログラミングされます。たとえば、ポリサーまたはシェーパーレートがある場合、各ポートに

同じレートが設定されます。トラフィックはロードバランシングアルゴリズムに基づいてメン

バをバンドルするようスケジュールされます。

ポリシーは次のものにバインドできます。

•バンドル

•バンドルレイヤ 3サブインターフェイス

•バンドルレイヤ 2サブインターフェイス（レイヤ 2転送）

入力および出力トラフィックの両方がサポートされています。パーセントベースのポリシーと絶

対レートベースのポリシーがサポートされています。ただし、使いやすさのため、パーセント

ベースのポリシーを使用することを推奨します。

共有ポリシーインスタンス

トラフィッククラスとトラフィックポリシーを作成した後、任意で共有ポリシーインスタンス

（SPI）を使用して、QoSリソースを 1つ割り当て、これをサブインターフェイス、複数のイーサ
ネットフローポイント（EFP）、またはバンドルインターフェイスで共有することができます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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SPIを使用して、QoSポリシーの 1つのインスタンスを複数のサブインターフェイスで共有し、
サブインターフェイスのシェーピングを 1つのレートに集約できます。 QoSポリシーのインスタ
ンスを共有するサブインターフェイスは、すべて同じ物理インターフェイスに属する必要があり

ます。 QoSポリシーのインスタンスを共有するサブインターフェイスの数は、2からポートのサ
ブインターフェイスの最大数までです。

バンドルインターフェイスの場合、ハードウェアリソースはバンドルメンバごとに複製されま

す。共通の共有ポリシーインスタンスを使用し、LinkAggregationControl Protocol（LAG）バンド
ルで設定されたサブインターフェイスは、すべて同じメンバリンクにロードバランシングされる

必要があります。

バンドルEFPにポリシーが設定されている場合、バンドルのメンバリンクごとにポリシーのイン
スタンスが 1つ設定されます。同じバンドルの複数のバンドル EFP間で SPIを使用する場合、バ
ンドルのメンバリンクごとにポリシーの共有インスタンスが 1つ設定されます。デフォルトで
は、バンドルのロードバランシングアルゴリズムでは、ハッシュを使用して（バンドル EFPか
ら送信される必要のある）トラフィックをバンドルメンバ間に分散させます。 1つまたは複数の
EFPのトラフィックを、複数のバンドルメンバ間に分散させることができます。複数のEFPに、
SPIを使用して一緒にシェーピングまたはポリシングを実行しなければならないトラフィックがあ
る場合は、同じ共有ポリシーのインスタンスに属するすべての EFPへのトラフィックに対して、
バンドルロードバランシングで同じバンドルメンバを選択する（ハッシュ選択）ように設定す

る必要があります。これによって、同じポリシーの共有インスタンスを持つすべてのEFPに向か
うトラフィックで、同じポリサー/シェーパーインスタンスが使用されます。

これは通常は同じ加入者が多数の EFPを持つ場合（たとえば、各サービスタイプに対して 1つの
EFPを持つなど）や、プロバイダーですべての加入者の EFPに対してシェーピングおよびキュー
イングを一緒に実装することが求められる場合に使用されます。

ポリシーの継承

ポリシーマップを物理ポートに適用すると、ポリシーは、その物理ポートのすべてのレイヤ 2お
よびレイヤ 3サブインターフェイスに適用されます。

ポートシェーピングポリシー

ポートシェーピングポリシーをメインインターフェイスに適用するときには、個々の通常のサー

ビスポリシーをそのサブインターフェイスに適用できます。ポートシェーピングポリシーマッ

プには、次の制限事項があります。

• class-defaultが許可された唯一のクラスマップです。

•シェイプクラスアクションが許可された唯一のクラスアクションです。

•これらは出力方向でだけ設定できます。

•これらのスクリプトは、メインインターフェイスにのみ適用します。サブインターフェイス
には適用できません。
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• 2レベルまたは 3レベルのポリシーはサポートされていません。 1レベルまたはフラットな
ポリシーだけがサポートされています。

上記の制限のいずれかに違反した場合、設定したポリシーマップはポートシェーピングポリシー

ではなく、通常のポリシーとして適用されます。

クラスベース無条件パケットマーキングの機能と利点

クラスベースの無条件パケットマーキング機能は、ユーザが指定したマーキングに基づいてパ

ケットを区別できる効率的なパケットマーキング機能です。

クラスベースの無条件パケットマーキングでは、次の作業を行うことができます。

• IP precedenceビットまたは IP DiffServコードポイント（DSCP）を IP ToSバイトに設定して
パケットをマーキング。

•インポーズされたラベルまたは最上位ラベル内のEXPビットを設定して、マルチプロトコル
ラベルスイッチング（MPLS）パケットをマーキング。

•レイヤ 2サービスクラス（CoS）値を設定して、パケットをマーキング。

• IEEE 802.1Qトンネリング（QinQ）設定に内部および外部 CoSタグを設定してパケットを
マーキング。

• qos-group引数の値を設定してパケットをマーキング。

• discard-class引数の値を設定してパケットをマーキング。

qos-groupおよび discard-classはルータの内部変数であり、送信されません。（注）

無条件パケットマーキングにより、次のようにネットワークを複数のプライオリティレベルまた

はサービスクラスに区切ることができます。

• QoS無条件パケットマーキングを使用して、ネットワークに入るパケットの IP precedenceま
たは DSCP値を設定します。ネットワーク内のルータは、新しくマーキングされた IP
precedence値を使用して、トラフィックの処理方法を決定できます。

たとえば、輻輳回避技術である重み付けランダム早期検出（WRED）を使用すると、パケッ
トがドロップされる確率を判断できます。さらに、低遅延キューイング（LLQ）を設定し
て、そのマークのすべてのパケットをプライオリティキューに送るよう設定できます。

• QoS無条件パケットマーキングを使用して、パケットをQoSグループに割り当てます。QoS
グループ IDをMPLSパケットに設定するには、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 qos-groupコマンドを使用します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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QoSグループ IDを設定しても、パケットを送信する優先順位が自動的に決ま
るわけではありません。最初に QoSグループを使用する出力ポリシーを設定
する必要があります。

（注）

• CoS無条件パケットマーキングを使用して、IEEE802.1p/スイッチ間リンク（ISL）パケット
のプライオリティ値を設定するパケットを割り当てます。スイッチ間リンク（ISL）パケッ
ト。ルータでは、CoS値を使用して、パケットに転送のための優先順位を付ける方法を決定
し、このマーキングを使用してレイヤ 2からレイヤ 3へのマッピングを行います。送信パ
ケットのレイヤ 2 CoS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。

設定作業については、クラスベース無条件パケットマーキングの設定で説明されています。

特に明記されていないかぎり、レイヤ3物理インターフェイスのクラス単位の無条件パケット
マーキングがバンドルインターフェイスに適用されます。

（注）

IP precedence によるパケットの CoS の指定
IP precedenceを使用すると、パケットのCoSを指定できます。この目的には、IPVersion 4（IPv4）
ヘッダーの ToSフィールドの 3つの precedenceビットを使用します。図 1に、ToSフィールドを
示します。

図 1：IPv4 パケットのタイプオブサービスフィールド

ToSビットを使用して、最大 8つのサービスクラスを定義できます。その後、ネットワーク全体
で設定された他の機能によって、これらのビットを使用して、ToSの付与に関するパケットの処
理方法を決定します。これらの他のQoS機能では、輻輳管理戦略や帯域幅の割り当てなど適切な
トラフィック処理ポリシーを割り当てることができます。たとえば、などのパケットの IP優先順
位設定を使用してトラフィックのプライオリティを設定できます。

着信トラフィックに precedenceレベルを設定し、Cisco IOS XR QoSキューイング機能と一緒に使
用することで、ディファレンシエーテッドサービスを作成できます。
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後続の各ネットワーク要素が決定されたポリシーに基づいてサービスを提供できるように、でき

るだけ IP precedenceは、通常ネットワークの端または管理ドメインの近くに配置します。これに
よって、他のコアまたはバックボーンにおいて、優先順位に基づいて QoSを設定できます。

設定作業については、クラスベース無条件パケットマーキングの設定で説明されています。

パケットの分類に使用する IP precedence ビット
IPヘッダーの ToSフィールドにある 3つの IP precedenceビットを使用して、各パケットの CoS割
り当てを指定します。前述したように、最大 8個のクラスにトラフィックを分類した後、ポリ
シーマップを作成して、各クラスの輻輳処理、帯域幅割り当てといったネットワークポリシーを

定義できます。

歴史的な理由から、各優先度はある名前に対応します。これらの名前は RFC 791で定義されてい
ます。表 5に、重要度のより小さいものから大きいものへの順序で、番号とそれに対応する名前
を表示します。

表 1：IP precedence 値

名前番号

routine0

priority1

immediate2

flash3

flash-override4

critical5

internet6

network7

IP precedenceビットの設定 6と 7は、ルーティングアップデートなどのネットワーク制御情報
用に予約されています。

（注）

IP precedence 値の設定
デフォルトでは、Cisco IOSXRソフトウェアは、IP precedence値をそのまま残します。これによっ
て、ヘッダーのprecedence値セットが維持され、すべての内部ネットワークデバイスが IPprecedence
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の設定に基づいてサービスを提供できるようになります。このポリシーは、ネットワークのエッ

ジでネットワークトラフィックをさまざまなタイプのサービスにソートすること、またこれらの

サービスタイプをネットワークコアで設定することを指定する標準的な方法に従っています。

その後、ネットワークのコアにあるルータは、precedenceビットを使用して、送信順やパケット
ドロップの可能性などを決定できるようになります。

ネットワークに入ってくるトラフィックには外部デバイスで設定された precedenceが設定されて
いる可能性があるので、ネットワークに入るすべてのトラフィックの precedenceをリセットする
ことを推奨します。 IP precedenceの設定を制御することによって、すでに IP precedenceを設定し
たユーザが、自身のすべてのパケットに高い優先度設定を設定して、自身のトラフィックに対し

てより高いサービスを得ることを禁止します。

クラスベースの無条件パケットマーキング、LLQ、およびWRED機能では、IP precedenceビット
を使用できます。

DEI に基づく分類
802.1adフレームと 802.1ahフレームに含まれる Drop Eligible Indicator（DEI）ビットに基づいて、
トラフィックを分類できます。デフォルトのDEIマーキングがサポートされています。ポリシー
マップの set deiアクションは、802.1adパケットで次の項目に対してサポートされています。

•入力および出力

•レイヤ 2サブインターフェイス

•レイヤ 2メインインターフェイス

•レイヤ 3メインインターフェイス

set deiアクションは、802.1adカプセル化用に設定されていないインターフェ
イスのトラフィックに対しては無視されます。

（注）

デフォルト DEI マーキング

インポーズされた 802.1ad ヘッダーのデ
フォルト DEI

着信パケット

0なし802.1qパケット

着信パケットの最上位タグの DEIなし802.1adパケット
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インポーズされた 802.1ad ヘッダーのデ
フォルト DEI

着信パケット

0または 1

setアクションの DEI値に基づく

set dei {0 | 1}802.1adパケットに変換され
た 802.1qパケット

または

802.1adパケット

IP precedence と IP DSCP マーキングの比較
ネットワークでパケットをマークする必要があり、すべてのデバイスで IP DSCPマーキングがサ
ポートされている場合は、IP DSCPマーキングの方が無条件パケットマーキングのオプションが
多いため、IP DSCPマーキングを使用してください。 IP DSCPによるマーキングが好ましくない
場合、またはネットワークにあるデバイスで IP DSCP値がサポートされているかどうか不明な場
合は、パケットのマーキングに IP precedence値を使用してください。 IP precedence値は、おそら
くネットワーク内のすべてのデバイスでサポートされています。

最大 8種類の IP precedenceマーキングと、64種類の IP DSCPマーキングを設定できます。

ボーダーゲートウェイプロトコルを使用した QoS ポリシー伝搬
パケット分類は、データパス上で輻輳管理または輻輳回避を必要とするトラフィックフローを識

別し、マーキングします。ボーダーゲートウェイプロトコルを使用した Quality of Serviceポリ
シー伝搬（QPPB）では、アクセスリスト（ACL）、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）
コミュニティリスト、BGP自律システム（AS）パス、送信元プレフィックスアドレス、または
宛先プレフィックスアドレスに基づいて、パケットを QoSグループ IDで分類できます。パケッ
トを分類しておくと、ポリシングや重み付けランダム早期検出（WRED）などの他の QoS機能を
使用して、ビジネスモデルに適合するようにポリシーを指定し、実行できます。

BGPを使用した QoSポリシー伝搬（QPPB）では、トラフィックポリシングの適用に使用できる
シスコエクスプレスフォワーディング（CEF）パラメータに BGPプレフィックスおよび BGP属
性をマッピングできます。 QPPBを使用すると、ネットワークのある場所で設定した BGPポリ
シーを、BGPを使用してネットワークの別の場所に伝搬し、そこで適切なQoSポリシーを作成で
きます。

QPPBでは、次の各点に基づいてパケットを分類できます。

•アクセスリスト

• BGPコミュニティリスト。コミュニティリストを使用すると、ルートポリシーのmatch句
で使用するコミュニティグループを作成できます。アクセスリストと同様に、一連のコミュ

ニティリストを作成できます。
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• BGP自律システムパス。 BGP自律システムパスに基づいて、着信および発信の両方のルー
ティングアップデートに対してアクセスリストを指定することにより、これらのルーティ

ングアップデートをフィルタリングできます。

•送信元プレフィックスアドレス。 BGPネイバーのアドレスから送信されたプレフィックス
セットを分類できます。

•宛先プレフィックスアドレス。一連の BGPプレフィックスを分類できます。

分類は、トラフィックの送信元または宛先アドレスに基づいて実行できます。 BGPおよび CEF
は、サポートされている QPPB機能に対して有効にする必要があります。

衛星システム上の QoS
QoS機能の一貫した展開を自動化する自動QoSは、衛星システムで有効化されています。すべて
のユーザ設定のレイヤ 2およびレイヤ 3機能がASR9000で適用され、衛星システムに対する個別
のQoS設定は必要ありません。自動QoSは、ICLリンクのオーバーサブスクリプションを処理し
ます。通常のポート上のその他すべての QoS機能（ブロードバンド QoSを含む）は、衛星ポー
トでもサポートされています。 ASR9000シリーズルータと衛星ポート間のシステムの輻輳処理
は、プライオリティと保護を維持するように設定されます。自動QoSは、ASR9000シリーズルー
タと衛星間の衛星 ICLで流れるトラフィックの異なるクラス間に対する十分な区別を提供します。

システムは、1Gポートシェーパーに対して、最大 14個の一意のシェーピングレートをサポート
できます。 1Gポートは、トラフィックマネージャ（TM）階層の L0エンティティを使用して表
されます。ポートシェーパーは、このレベルで適用されます。衛星ポートで速度が変更された

場合、QoSEAは、基本となる衛星ポートの速度に基づいてポリシーマップを自動的に再設定しま
す。ただし、ポリシーが存在ない場合、ポリシーマネージャ（PM）は、ポートシェーパー API
（アプリケーションプログラミングインターフェイス）を呼び出すことによってポートの速度を

設定する必要があります。システムは、ANによって基本となるポートの速度が変更された場合
に、パーセンテージベースのポリシーを変更します。ASR9000シリーズルータ上のポリシーに自
動ネゴシエーションされた速度を伝播すると、時間差が発生する場合があります。この期間中は、

衛星デバイスでパケットドロップが発生することが想定されます。

入力サービスポリシーでのキューイングは、衛星インターフェイスではサポートされていま

せん。

（注）

衛星システムのQoSの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterModular
Quality of Service Configuration Guide』を参照してください。

自動 QoS
衛星システムから Cisco IOS XR ASR9000シリーズルータへのトラフィック、および ASR9000シ
リーズルータから衛星システムへのトラフィックについて説明します。

衛星から ASR9000シリーズルータ
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•トラフィックは、信頼ポートモデルを使用して処理されます。

•パケットが制御パケット（LACP、STP、CDP、CFM、ARP、OSPFなど）、高プライオリティ
のデータ（VLANCOS5、6、7、IP prec 5、6、7）、または通常のプライオリティのデータで
あり、それに応じてキューイングされるかどうかは、自動パケット分類ルールによって決定

されます。

•衛星によって自動で優先順位付けされるプロトコルタイプ：すべての IEEEコントロールプ
ロトコル（01 80 C2 xx xx xx）、LACP、802.3ah、CFM、STP、CDP、LLDP、ARP、OSPF、
RIP、BGP、IGMP、RSVP、HSRP、VRRP p2 q。

•衛星によって自動で優先順位付けされるユーザデータパケット：VLAN CoS 5、6、7、IP
precedence 5、6、7、MPLS EXP 5、6、7。

図 2：自動 QoS、衛星からホスト

ASR9000シリーズルータから衛星

•衛星出力ポートに宛てられたトラフィックは、ダウンストリームのシェーピングアクセス
ポートの速度を一致させるために ASR9Kでシェーピングされます。

•トラフィックは、フル 3レベル出力キューイング階層に基づいてストリーミングされます。
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•リモートで管理されている各衛星アクセス GigEポートは、アクセス回線速度を一致させる
ために自動シェーピングされます。

図 3：自動 QoS、ホストから衛星

PWHE 上の QoS
疑似配線ヘッドエンド（PWHE）上の QoSは、サービスプロバイダーのエッジルータの拡張
L3VPNサービスをイネーブルにします。

PWHE-QoSの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Modular Quality
of Service Configuration Guide』を参照してください。

サポートされる機能

PWHEでの QoSの機能：

•入力 PWHEと出力 PWHEの両方のポリシーマップ。ハードウェア制限内でのポリシング、
マーキング、およびキューイングが入力と出力の両方でサポートされています。

•通過トラフィック用のポートのポリシーは、PWHEインターフェイス用のポリシーと同時に
適用できます。

•ポリシーは、すべてのPWHEメンバでレプリケートされます。これは、PWHEポリシーマッ
プで指定されたレートが、特定されたすべてのメンバの最低のレートに制限されることを意

味します。たとえば、PW-HEインターフェイスに 1Gと 10Gの両方で特定されたメンバが
存在する場合、レートは 1Gに制限されます。 10Gメンバに 900 mbpsのシェーパーがある場
合、PWHEインターフェイスポリシーのレートは、900 Mbpsに制限されます。
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•メンバインターフェイスのポートシェーピングポリシーは、そのポートを通過する PWHE
トラフィックに影響を与えます。

制限事項

• PW-HEポリシーの親レベルでのパーセンテージベースのシェーピングまたはポリシングは
サポートされていません。

• QoSアカウンティングには、疑似配線ヘッダーが含まれません。

帯域幅の分配

異なる PW HE仮想インターフェイスの QoSポリシー、および物理インターフェイスの QoSポリ
シーに対応するキューイングリソースは、すべてTM内の同一のポート下にあります。スケジュー
リングの観点から、物理インターフェイス QoSポリシーおよび PW HEインターフェイス QoSポ
リシーで設定されたキューイングパラメータ（minimum bandwidth、maximum bandwidth/shape、
weight/bandwidth remaining）は、互いに影響します。物理インターフェイスの帯域幅は、すべて
の QoSポリシーによって共有されます。

Bandwidth remainingコマンドを PW-HEポリシーの親デフォルトクラスで使用して、さまざまな
PW-HEインターフェイスと物理インターフェイス間の超過帯域幅の分配を制御できます。

QoSアカウンティング

• QoS機能（ポリシング、シェーピング、統計情報など）を実行する際のパケット長は、カス
タマー IPパケット、カスタマー L2ヘッダー、および設定された追加オーバーヘッドに基づ
きます。

• QoS統計情報には、カスタマー IPパケット、カスタマー L2ヘッダー、および設定された追
加オーバーヘッドが含まれます。

•外部MPLSヘッダー（VCラベル、トランスポートラベルなど）および外部L2ヘッダー（基
本となる物理インターフェイスのレイヤ 2カプセル化）は、PWHE仮想インターフェイスで
QoSを実行する際のパケット長には含まれません。

マーキングサポート

PW ether：入力と出力

•カスタマー IPヘッダー、qos-group、および discard-classのマーキングがサポートされます。

•インポーズされたすべてのMPLSラベルの EXPビットのマーキングがサポートされます。

•インポーズされたラベルの EXPは、入力ポリシーにだけ設定できます。ただし、出力 QoS
ポリシーの処理後、より多くのラベルがカスタマー IPパケットにインポーズされるため、
PWHEインターフェイスに付加された出力ポリシーでも設定できるように例外が適用されま
す。
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•転送 L2ヘッダーの CoSビットのマーキングはサポートされず、デフォルトの動作になりま
す。

•入力方向の無条件マーキングの場合は、DSCP/precedence、インポーズされたラベルのEXP、
qos-group、および discard-classの各フィールドをマーキングできます。

•出力方向の無条件マーキングの場合は、DSCP/precedenceおよびインポーズされたラベルの
EXPの各フィールドをマーキングできます。

•入力方向の条件付きポリサーマーキングの場合は、DSCP/precedence、インポーズされたラ
ベルの EXP、qos-group、および discard-classの各フィールドのうち、最大で 2つのフィール
ドをマーキングできます。

•出力方向の条件付きポリサーマーキングの場合は、DSCP/precedenceおよびインポーズされ
たラベルの EXPの各フィールドをマーキングできます。

ポリシングおよびキューイングのサポート

通常のL3インターフェイスでサポートされているすべてのポリシング機能は、PW-HEでもサポー
トされます。

キューイング

入力および出力ポリサー入力および出力キュー

N/A各 PW-HEメンバには、ポート
ごとにデフォルトキューがあ

ります。入力および出力の両

方のトラフィックは、メンバ

ポートのデフォルトキューを

使用します。

ポリシーマップのない PW-HE
インターフェイス

ポリシーマップの入力および

出力ポリサーは、各 PW-HEメ
ンバごとに複製されます。

ポリシーマップの入力および

出力キューは、各 PW-HEメン
バで複製されます。

ポリシーマップ付きの PW-HE
インターフェイス

PW-HEメンバがバンドルの場合、ポリシーマップはバンドルメンバで複製されます。（注）

統計

PWHE仮想インターフェイスQoSポリシーの showコマンドは、入力/出力の統計情報を次の条件
で提供します。

•特定されたメンバごと。

•特定されたメンバがバンドルの場合、統計情報はバンドルごとに集約されます。

• pwheインターフェイス全体で集約された統計情報。
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ポリシーのインスタンス化

ここでは、PW-HEの QoSのさまざまなシナリオについて説明します。

•任意のメンバインターフェイスに適用されるポリシーがある場合は、非 PW-HEトラフィッ
クだけがこれらのポリシーの対象になります。これに対する例外は、設定されたポート

シェーパーです。

• PW-HEポリシーが PW-HE仮想インターフェイスに追加されると、すべての PW-HEトラ
フィックがそのポリシーの対象になります。ただし、メンバインターフェイスの非 PW-HE
トラフィックは、対応するメンバインターフェイスで設定されているポリシーの対象になり

ます。

• PW-HEポリシーは、2レベル階層である必要があります。仮想インターフェイスに適用され
る親ポリシーには、絶対レートに基づいて設定されたシェーピング/ポリシング付きの
class-defaultが必要です。

•メンバインターフェイスが異なるラインカードから割り当てられている場合、VCラベル
ベースのハッシュを使用して出力インターフェイス（PW-HEトラフィックにアクセスするコ
ア）を判断する場合にだけ精度を保証できます。 VCラベルベースのハッシュは、PW-HE
に対応するトラフィックを特定のメンバインターフェイスに対して偏向します。これによ

り、絶対値が設定される際に正確な QoSシェーピングを保証します。

•複数の PW-HEインターフェイス（LCごとに最大 1792）は、単一のメンバインターフェイ
ス（物理インターフェイスまたはバンドルインターフェイス）を共有できます。それぞれ

の PW-HEインターフェイスQoSポリシがメンバインターフェイス上でインスタンス化され
ます。

• PW-HEメンバインターフェイスがバンドルの場合、PW-HEポリシーは、各バンドルメンバ
でインスタンス化されます。

PWHEインターフェイスが作成された場合で、PWHE QoSポリシーが適用されない場合、
PW-HEと非 PW-HEの両方のトラフィックがメンバインターフェイスのデフォルトキューを
介して渡されます。

（注）

QoS ポリシーのない PW-HE
次の 2つのケースは、疑似配線ヘッドエンドインターフェイスのデフォルト動作を表します。

• PW-HE入力からコア側出力（アクセスからコア）：カスタマー IPパケットからの
DSCP/precedence値は、コア側方向のすべてのインポーズされたラベル（VPNおよび転送）
の EXPにコピーされます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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• PW-HE出力（コアからアクセス）：カスタマー IPパケットからの DSCP/precedence値は、
アクセス側方向のすべてのインポーズされたラベル（VPNおよび転送）の EXPにコピーさ
れます。

例：PW-HE
policy-map pw_child_in
class voip
priority level 1
police rate 1 percent 1

class video
police rate percent 10

priority level 2

class data
police rate percent 70 peak-rate-percent
100
exceed-action transmit
violate action drop

end-policy-map
!
policy-map pw_child_out
class voip
priority level 1
police rate 1 mbps
!
!
class data
bandwidth remaining percent 70
random-detect discard-class 3 40 ms 50 ms
!
class video
priority level2
police rate 10 mbps
!
1
class class-default
random-detect discard-class 1 20 ms 30 ms
!
end policy-map

policy-map pw_child_out
class voip
priority level 1
police rate 1 mbps
!
!
class data
bandwidth remaining percent 70
random-detect discard-class 3 40 ms 50 ms
!
class video
priority level 2
police rate 10 mbps
!
!
class class-default
random-detect discard-class 1 20 ms 30 ms
!
end-policy-map
!
policy-map pw_parent_out
class class-default
service-policy pw_child_out
shape average 100 mbps
!
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end-policy-map
!

interface pw-ether 1
service-policy input pw_parent_in
service-policy output pw_parent_out

その他のPW-HEの関連情報については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPN
and Ethernet Services Configuration Guide』を参照してください。

In-Place ポリシーの変更
In-Placeポリシーの変更機能では、QoSポリシーが1つ以上のインターフェイスに付加されている
場合でもQoSポリシーを変更できます。 1つ以上のインターフェイスに付加されているQoSポリ
シーを変更すると、その QoSポリシーが付加されているすべてのインターフェイスで QoSポリ
シーが自動的に変更されます。変更されたポリシーは、新しいポリシーをインターフェイスにバ

インドするときと同じチェックを受けます。

ポリシー変更が成功した場合、変更されたポリシーは、ポリシーが付加されているすべてのイン

ターフェイスに対して有効になります。コンフィギュレーションセッションはポリシーの変更が

完了するまでブロックされます。

ただし、ポリシーの変更がいずれかのインターフェイスで失敗した場合には、すべてのインター

フェイスに対して変更前のポリシーが有効になるように、自動ロールバックが開始されます。コ

ンフィギュレーションセッションは、影響を受けるすべてのインターフェイスでロールバックが

完了するまでブロックされます。

In-Placeポリシーの変更時に回復不可能なエラーが発生した場合は、ポリシーは対象のインター
フェイスに対して矛盾した状態になります。各場所における矛盾を表示するには、show qos
inconsistencyコマンドを使用してください。（このコマンドは、ASR 9000イーサネットライン
カードでのみサポートされています）。コンフィギュレーションセッションは、変更されたポリ

シーが、ポリシーを使用するすべてのインターフェイスで有効になるまでブロックされます。コ

ンフィギュレーションセッションのブロックが解除されるまで、新たな設定を行うことはできま

せん。

インターフェイスに付加されているQoSポリシーを変更したとき、変更されたポリシーを使用す
るインターフェイスでは、短期間、有効なポリシーがない場合が生じる可能性があります。

インターフェイスに付加されているポリシーの QoS統計情報は、ポリシーを変更すると失わ
れます（0にリセット）。

（注）

In-Place ポリシーの変更を引き起こす可能性のある変更

QoS ポリシーの変更

•帯域幅またはポリシングなどの新しいアクションの追加

•新しいサービスポリシーの追加（階層レベルを上げる）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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•既存のアクションの削除

•既存のアクションの変更

•サービスポリシーの削除（階層レベルを下げる）

•新しいアクションを伴う新しいクラスの追加

•ポリシーへの複数のクラスの追加または削除

•子ポリシーの変更

クラスマップの変更

•新しい match文の追加

•既存の match文の削除

•照合タイプの変更（match-allから match-any、またはその逆）

•既存の match文の変更

クラスマップで使用するアクセスリストの変更

•新しいアクセスコントロールエントリ（ACE）の追加

• ACEの削除

• ACEの修正

In-Place ポリシー変更に関する推奨事項
QoSポリシーを変更している間の短期間、変更するポリシーを使用するインターフェイスでは、
有効なポリシーがない状態が生じることがあります。このため、同時に最小限のインターフェイ

スに影響する QoSポリシーを変更します。ポリシーマップの変更時に影響するインターフェイ
スの数を確認するには、show policy-map targetsコマンドを使用します。

インターフェイス帯域幅の動的な変更

ここでは、インターフェイス帯域幅機能の動的な変更について説明します。

ポリシー状態

•検証：この状態は、新しいインターフェイス帯域幅値について、設定されたQoSポリシーの
非互換性を示します。システムは、ベストエフォート方式でトラフィックを処理します。ま

た、トラフィックドロップが発生する場合があります。
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モジュラ QoS のパケット分類の設定方法
ここでは、次のタスクの手順を示します。

トラフィッククラスの作成

一致基準が含まれるトラフィッククラスを作成するには、class-mapコマンドを使用してトラ
フィッククラス名を指定し、必要に応じて、次の matchコマンドをクラスマップコンフィギュ
レーションモードで使用します。

概念の情報については、トラフィッククラスの要素を参照してください。

制約事項

この設定作業で指定するすべての matchコマンドの使用は任意ですが、1つのクラスに少なくと
も 1つの一致基準を設定する必要があります。

手順の概要

1. configure
2. class-map [type qos] [match-any] [match-all] class-map-name
3. match access-group [ipv4 | ipv6] access-group-name
4. match [not] cos [cos-value] [cos-value0 ... cos-value7]
5. match [not] cos inner [inner-cos-value] [inner-cos-value0...inner-cos-value7]
6. match destination-address mac destination-mac-address
7. match source-address mac source-mac-address
8. match [not] discard-class discard-class-value [discard-class-value1 ... discard-class-value6]
9. match [not] dscp [ipv4 | ipv6] dscp-value [dscp-value ... dscp-value]
10. match [not] mpls experimental topmost exp-value [exp-value1 ... exp-value7]
11. match [not] precedence [ipv4 | ipv6] precedence-value [precedence-value1 ... precedence-value6]
12. match [not] protocol protocol-value [protocol-value1 ... protocol-value7]
13. match [not] qos-group [qos-group-value1 ... qos-group-value8]
14. match vlan [inner] vlanid [vlanid1 ... vlanid7]
15. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

クラスマップコンフィギュレーションモードを開始します。class-map [type qos] [match-any] [match-all]
class-map-name

ステップ 2   

•名前を指定したクラスとパケットとの照合に使用される
クラスマップを作成します。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
class-map class201

• match-anyを指定すると、トラフィッククラスで受信し
たトラフィックの場合、一致基準の1つに必ず一致し、
そのトラフィッククラスの一部と分類されます。これ

がデフォルトです。 match-allを指定した場合は、トラ
フィックがすべての一致基準を満たす必要があります。

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

match access-group [ipv4 | ipv6]
access-group-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match access-group ipv4 map1

ステップ 3   

（任意）クラスマップにパケットに一致する cos-valueを指
定します。

match [not] cos [cos-value] [cos-value0 ...
cos-value7]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match cos 5

ステップ 4   

• cos-value引数は、0～ 7の整数で指定します。

（任意）クラスマップにパケットに一致する inner-cos-value
を指定します。

match [not] cos inner [inner-cos-value]
[inner-cos-value0...inner-cos-value7]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router match cos inner
7

ステップ 5   

• inner-cos-value引数は、0～ 7の整数で指定します。

（任意）指定する宛先MACアドレスに基づくクラスマップ
の一致基準を設定します。

match destination-address mac
destination-mac-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#

ステップ 6   

match destination-address mac 00.00.00
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目的コマンドまたはアクション

（任意）指定する送信元MACアドレスに基づくクラスマッ
プの一致基準を設定します。

match source-address mac
source-mac-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match source-address mac 00.00.00

ステップ 7   

（任意）クラスマップにパケットに一致する

discard-class-valueを指定します。
match [not] discard-class discard-class-value
[discard-class-value1 ... discard-class-value6]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match discard-class 5

ステップ 8   

• discard-class-value引数は、0～ 7の整数で指定します。

match discard-classコマンドは、出力ポリシーに対してのみ
サポートされています。

（任意）一致基準として特定の DSCP値を指定します。match [not] dscp [ipv4 | ipv6] dscp-value
[dscp-value ... dscp-value]

ステップ 9   

•値の範囲は 0～ 63です。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match dscp ipv4 15

•数値の代わりに、予約済みキーワードも指定できます。

• match文ごとに最大8つの値または範囲を使用できます。

（任意）クラスマップを設定し、最上位のマルチプロトコル

ラベルスイッチング（MPLS）ラベルの 3ビット experimental
match [not] mpls experimental topmost
exp-value [exp-value1 ... exp-value7]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match mpls experimental topmost 3

ステップ 10   

（EXP）フィールドが、EXPフィールド値に対して検査され
るようにします。

値の範囲は 0～ 7です。

（任意）IP precedence値を一致基準として確認します。match [not] precedence [ipv4 | ipv6]
precedence-value [precedence-value1 ...
precedence-value6]

ステップ 11   

•値の範囲は 0～ 7です。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match precedence ipv4 5

•数値の代わりに、予約済みキーワードも指定できます。

（任意）指定され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。

match [not] protocol protocol-value
[protocol-value1 ... protocol-value7]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match protocol igmp

ステップ 12   

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

（任意）クラスマップにパケットに一致するサービス（QoS）
グループ値を指定します。

match [not] qos-group [qos-group-value1 ...
qos-group-value8]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match qos-group 1 2 3 4 5 6 7 8

ステップ 13   

• qos-group-value ID引数の値は、0～ 63の範囲の正確な
値または値の範囲として指定します。

• 1つの match文に対して最大 8つの値（スペースで区切
る）を入力できます。

• match qos-groupコマンドは、出力ポリシーに対しての
みサポートされています。

（任意）クラスマップにパケットに一致する VLAN IDまた
は VLAN IDの範囲を指定します。

match vlan [inner] vlanid [vlanid1 ... vlanid7]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#
match vlan vlanid vlanid1

ステップ 14   

• vlanidは、1～ 4094の範囲の正確な値または値の範囲と
して指定します。

•サポートされている VLANの値または範囲の総数は 8
つです。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 15   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

トラフィックポリシーの作成

トラフィックポリシーを作成するには、policy-mapグローバルコンフィギュレーションコマン
ドを使用して、トラフィックポリシーの名前を指定します。

トラフィッククラスは、classコマンドを使用したときにサービスポリシーと関連付けられます。
class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を開始した後に実行しなけれ
ばなりません。 classコマンドを入力すると、ルータは自動的にポリシーマップクラスコンフィ
ギュレーションモードを開始します。ここでトラフィックポリシーの QoSポリシーを定義しま
す。

次のクラスアクションがサポートされています。

• bandwidth：クラスの帯域幅を設定します。このガイドの Cisco ASR 9000シリーズルータで
のモジュラ QoSの輻輳管理の設定に関するモジュールを参照してください。

• police：トラフィックをポリシングします。このガイドの Cisco ASR 9000シリーズルータで
のモジュラ QoSの輻輳管理の設定に関するモジュールを参照してください。

• priority：クラスにプライオリティを割り当てます。このガイドの Cisco ASR 9000シリーズ
ルータでのモジュラ QoSの輻輳管理の設定に関するモジュールを参照してください。

• queue-limit：クラスにキュー制限（テールドロップしきい値）を設定します。このガイドの
「Configuring Modular QoS Congestion Avoidance on Cisco ASR 9000 Series Routers」を参照して
ください。

• random-detect：ランダム早期検出をイネーブルにします。このガイドの「ConfiguringModular
QoS Congestion Avoidance on Cisco ASR 9000 Series Routers」を参照してください。

• service-policy：子サービスポリシーを設定します。

• set：このクラスのマーキングを設定します。クラスベース無条件パケットマーキングの機
能と利点を参照してください。

• shape：クラスのシェーピングを設定します。このガイドの Cisco ASR 9000シリーズルータ
でのモジュラ QoSの輻輳管理の設定に関するモジュールを参照してください。

一致基準として入力できるその他のコマンドについては、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation
Services Router Modular Quality of Service Command Reference』を参照してください。

概念の情報については、トラフィックポリシーの要素を参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. policy-map [type qos] policy-name
3. class class-name
4. set precedence
5. endまたは commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始します。policy-map [type qos] policy-name

例：

ステップ 2   

• 1つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポ
リシーマップを作成または修正し、サービスポリシーを

指定します。
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
policy-map policy1

ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定します。class class-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)#
class class1

ステップ 3   

IPヘッダーに優先順位を設定します。set precedence

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
set precedence 3

ステップ 4   

設定変更を保存します。endまたは commitステップ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
end

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
commit

yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッション

が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが
終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

cancelと入力すると、ルータは現在のコンフィギュレー
ションセッションで継続されます。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

トラフィックポリシーのインターフェイスへの適用

トラフィッククラスとトラフィックポリシーの作成後、service-policy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て、トラフィックポリシーをインターフェイスに付加し、ポリ

シーを適用する方向を指定します（インターフェイスに着信するパケットまたはインターフェイ

スから送信されるパケット）。

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入力できるその他のコマンドについて

は、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RoutersModular Quality of Service Command
Reference.』を参照してください。

前提条件

インターフェイスにトラフィックポリシーを付加する前に、トラフィッククラスとトラフィック

ポリシーを作成する必要があります。

制約事項

なし

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. service-policy {input | output} policy-map
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show policy-map interface type interface-path-id [input | output]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

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、イ

ンターフェイスを設定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
interface gigabitethernet 0/1/0/9

ステップ 2   

インターフェイスのサービスポリシーとして使用する入力イン

ターフェイスまたは出力インターフェイスにポリシーマップを

付加します。

service-policy {input | output} policy-map

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
service-policy output policy1

ステップ 3   

•この例では、トラフィックポリシーでそのインターフェイ
スから送信されるすべてのトラフィックを評価します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

（任意）指定されたインターフェイスのポリシーの統計情報を表

示します。

show policy-map interface type
interface-path-id [input | output]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show

ステップ 5   

policy-map interface gigabitethernet
0/1/0/9

複数のサブインターフェイスへの共有ポリシーインスタンスの付加

トラフィッククラスとトラフィックポリシーの作成後、任意で service-policy（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て、共有ポリシーインスタンスを複数のサブイン

ターフェイスに付加し、ポリシーを適用する方向を指定します（サブインターフェイスに着信す

るパケットまたはサブインターフェイスから送信されるパケット）。

共有ポリシーには、レイヤ 2とレイヤ 3のサブインターフェイスの組み合わせを含めること
ができます。

（注）

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入力できるその他のコマンドについて

は、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Routers Modular Quality of Service Command
Reference』を参照してください。

前提条件

共有ポリシーのインスタンスをサブインターフェイスに付加する前に、トラフィッククラスとト

ラフィックポリシーを作成する必要があります。

制約事項

複数の物理インターフェイスにまたがる共有ポリシーインスタンスはサポートされていません。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. service-policy {input | output} policy-map [shared-policy-instance instance-name]
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show policy-map shared-policy-instance instance-name [input | output] location rack/slot/module

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

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、

サブインターフェイスを設定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
interface gigabitethernet 0/1/0/0.1

ステップ 2   

サブインターフェイスのサービスポリシーとして使用する入力

サブインターフェイスまたは出力サブインターフェイスにポリ

シーマップを付加します。

service-policy {input | output} policy-map
[shared-policy-instance instance-name]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 3   

•この例では、トラフィックポリシーでそのインターフェ
イスから送信されるすべてのトラフィックを評価します。service-policy output policy1

shared-policy-instance Customer1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

（任意）指定した共有ポリシーインスタンスのサブインター

フェイスに対するポリシーの統計情報を表示します。

show policy-map shared-policy-instance
instance-name [input | output] location
rack/slot/module

ステップ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show policy-map
shared-policy-instance Customer1
location 0/1/0/7.1

バンドルインターフェイスまたは EFP バンドルへの共有ポリシーインスタンスの付
加

トラフィッククラスとトラフィックポリシーの作成後、任意で service-policy（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て、共有ポリシーインスタンスをバンドルイン

ターフェイスやバンドル EFPに付加し、ポリシーを適用する方向を指定します（サブインター
フェイスに着信するパケットまたはサブインターフェイスから送信されるパケット）。

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入力できるその他のコマンドについて

は、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterModular Quality of Service Command Reference』
を参照してください。

前提条件

共有ポリシーインスタンスをバンドルインターフェイスまたは EFPバンドルに付加する前に、
トラフィッククラスとトラフィックポリシーを作成する必要があります。

制約事項

複数の物理インターフェイスにまたがる共有ポリシーインスタンスはサポートされていません。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether bundle-id
3. service-policy {input | output} policy-map [shared-policy-instance instance-name]
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show policy-map shared-policy-instance instance-name [input | output] location location-id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

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、

バンドルインターフェイスを設定します。

interface Bundle-Ether bundle-id

例：

RP/0/RP1/CPU0:router(config)# interface
Bundle-Ether 100.1 l2transport

ステップ 2   

サブインターフェイスのサービスポリシーとして使用する入

力または出力バンドルインターフェイスにポリシーマップを

付加します。

service-policy {input | output} policy-map
[shared-policy-instance instance-name]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 3   

•この例では、トラフィックポリシーでそのインターフェ
イスから送信されるすべてのトラフィックを評価します。service-policy output policy1

shared-policy-instance Customer1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

（任意）指定した共有ポリシーインスタンスの場所でのポリ

シーの統計情報を表示します。

show policy-map shared-policy-instance
instance-name [input | output] location
location-id

ステップ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show policy-map
shared-policy-instance Customer1
location 0/rsp0/cpu0

クラスベース無条件パケットマーキングの設定

この設定作業では、以下のクラスベースの無条件パケットマーキング機能をルータに設定する方

法を説明します。

• IP precedence値

• IP DSCP値

• QoSグループ値（入力のみ）

• CoS値（レイヤ 3サブインターフェイスの出力のみ）

• MPLS EXP値

•廃棄クラス

MPLSタグ付きパケットに適用される IPv4および IPv6 QoSアクションはサポートされていま
せん。設定は受け入れられますが、アクションは実行されません。

（注）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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クラスごとに setコマンドを 2つだけ選択します。（注）

手順の概要

1. configure
2. policy-map policy-name
3. class class-name
4. set precedence
5. set dscp
6. set qos-group qos-group-value
7. set cos cos-value
8. set cos [inner] cos-value
9. set mpls experimental {imposition | topmost} exp-value
10. set srp-priority priority-value
11. set discard-class discard-class-value
12. set atm-clp
13. exit
14. exit
15. interface type interface-path-id
16. service-policy {input | output]} policy-map
17. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

18. show policy-map interface type interface-path-id [input | output]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始します。policy-map policy-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
policy-map policy1

ステップ 2   

• 1つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポ
リシーマップを作成または修正し、サービスポリシーを

指定します。
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目的コマンドまたはアクション

ポリシークラスマップコンフィギュレーションモードを開始

します。

class class-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)#
class class1

ステップ 3   

•ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定しま
す。

クラスごとに 1つの setコマンドを選択します

IPヘッダーに優先順位を設定します。set precedence

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
set precedence 1

ステップ 4   

• tunnelキーワードは、外側 IPヘッダーで IP precedenceを
設定します。このオプションは、IPSecがインストールお
よび設定されている Cisco XR 12000シリーズルータだけ
で使用できます。

ToSバイトに DSCPを設定することにより、パケットにマーキ
ングします。

set dscp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
set dscp 5

ステップ 5   

• tunnelキーワードは、外側 IPヘッダーで IP DSCPを設定
します。このオプションは、IPSecがインストールおよび
設定されている Cisco XR 12000シリーズルータだけで使
用できます。

IPv4パケットまたはMPLSパケットに QoSグループ IDを設定
します。

set qos-group qos-group-value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
set qos-group 31

ステップ 6   

set qos-groupコマンドは入力ポリシーでのみサポートされてい
ます。

発信パケットの固有の IEEE 802.1Qレイヤ 2 CoS値を設定しま
す。値は 0～ 7です。

set cos cos-value

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
set cos 7

ステップ 7   

発信パケットのレイヤ 2 CoS値を設定します。

•このコマンドは、スイッチに送信中のパケットにマーキン
グをする場合に、ルータで使用する必要があります。ス

イッチは、CoS値のマーキングを含むレイヤ 2ヘッダー
情報を利用できます。

•インターフェイスが受信するパケットは、CoS値で設定で
きません。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

発信パケットの固有の IEEE 802.1Qレイヤ 2 CoS値を設定しま
す。値は 0～ 7です。

set cos [inner] cos-value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
set cos 7

ステップ 8   

発信パケットのレイヤ 2 CoS値を設定します。

•このコマンドは、スイッチに送信中のパケットにマーキン
グをする場合に、ルータで使用する必要があります。ス

イッチは、CoS値のマーキングを含むレイヤ 2ヘッダー
情報を利用できます。

•レイヤ 2インターフェイスでは、set cosコマンドは次のよ
うに処理されます。

メインインターフェイスの入力または出力ポリシーでは

拒否されます。

サブインターフェイスの入力ポリシーでは受け入れられま

すが、無視されます。

サブインターフェイスの出力ポリシーではサポートされて

います。

•レイヤ 3インターフェイスでは、set cosコマンドは次のよ
うに処理されます。

メインインターフェイスの入力ポリシーでは無視されま

す。

サブインターフェイスの入力ポリシーで拒否されます。

メインインターフェイスとサブインターフェイスの出力

ポリシーではサポートされています。

MPLSパケットの最上位ラベルまたはインポジションラベルの
EXP値を設定します。

set mpls experimental {imposition |
topmost} exp-value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
set mpls experimental imposition 3

ステップ 9   

• impositionは、入力ポリシーに付加されるサービスポリ
シーに対してのみ使用できます。

発信パケットのスペース再利用プロトコル（SRP）のプライオ
リティ値を設定します。

set srp-priority priority-value

例：

RP/0//CPU0:router(config-pmap-c)# set
srp-priority 3

ステップ 10   

•このコマンドは、インターフェイスの出力方向に対応付け
られたサービスポリシーでのみ使用できます。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルーターモジュラ QoS サービスコンフィギュ
レーションガイドリリース 4.3.x

36 OL-28380-01-J  

モジュラ QoS サービスパケットの分類の設定
クラスベース無条件パケットマーキングの設定



目的コマンドまたはアクション

IP Version 4（IPv4）またはマルチプロトコルラベルスイッチ
ング（MPLS）パケットの廃棄クラスを設定します。

set discard-class discard-class-value

例：

RP/0//CPU0:router(config-pmap-c)# set
discard-class 3

ステップ 11   

•このコマンドは、入力ポリシーに付加されるサービスポ
リシーに対してのみ使用できます。

セル損失率優先度（CLP）ビットを設定します。set atm-clp

例：

RP/0/0/CPU0:router(config-pmap-c)#
set atm-clp

ステップ 12   

ルータをポリシーマップコンフィギュレーションモードに戻

します。

exit

例：

ステップ 13   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)#
exit

ルータをグローバルコンフィギュレーションモードに戻しま

す。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)#
exit

ステップ 14   

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、

インターフェイスを設定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
interface pos 0/2/0/0

ステップ 15   

インターフェイスのサービスポリシーとして使用する入力イン

ターフェイスまたは出力インターフェイスにポリシーマップを

付加します。

service-policy {input | output]} policy-map

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
service-policy output policy1

ステップ 16   

•この例では、トラフィックポリシーでそのインターフェ
イスから送信されるすべてのトラフィックを評価します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 17   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
commit

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

（任意）指定されたインターフェイス上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ポリシー設定情報を

表示します。

show policy-map interface type
interface-path-id [input | output]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show
policy-map interface pos 0/2/0/0

ステップ 18   

ボーダーゲートウェイプロトコルを使用した QoS ポリシー伝搬の設
定

ここでは、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）コミュニティリスト、BGP自律システム
パス、アクセスリスト、送信元プレフィックスアドレス、または宛先プレフィックスアドレス

に基づいて、BGPを使用したポリシー伝搬をルータ上で設定する方法について説明します。

BGP を使用したポリシー伝搬の設定のタスクリスト
BGPを使用したポリシー伝搬では、BGPコミュニティリスト、BGP自律システムパス、アクセ
スリスト、送信元プレフィックスアドレス、および宛先プレフィックスアドレスに基づいて、IP
precedenceまたはQoSグループ ID（あるいはその両方）でパケットを分類できます。パケットを
分類しておくと、重み付けランダム早期検出（WRED）などの他の QoS機能を使用して、ビジネ
スモデルに適合するようにポリシーを指定し、実行できます。
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タスクの概要

BGPによるポリシー伝搬を設定するには、次の基本作業を実行します。

• BGPおよびシスコエクスプレスフォワーディング（CEF）を設定します。 BGPを設定する
には、『Cisco IOS XR Routing Configuration Guide』を参照してください。 CEFを設定するに
は、『Cisco IOS XR IP Address and Services Configuration Guide』を参照してください。

• BGPコミュニティリストまたはアクセスリストを設定します。

•ルートポリシーを定義します。BGPコミュニティリスト、BGP自律システムパス、アクセ
スリスト、送信元プレフィックスアドレス、または宛先プレフィックスアドレスに基づい

て、IP precedenceまたは QoSグループ IDを設定します。

• BGPにルートポリシーを適用します。

•目的のインターフェイス上で QPPBを設定します。

•上記の分類（IP precedenceまたは QoSグループ IDによる分類）を使用するように QoSポリ
シーを設定します。専用アクセスレート（CAR）、WRED、およびテールドロップを設定
するには、「ConfiguringModular QoSCongestionAvoidance on Cisco IOSXRSoftware」モジュー
ルを参照してください。

ルートポリシーの定義

この作業では、IP precedenceまたは QoSグループ IDによる BGPプレフィックスの分類に使用す
るルートポリシーを定義します。

前提条件

ルートポリシーで使用する BGPコミュニティリストまたはアクセスリストを設定します。

制約事項

•出力 QoSポリシーを使用した IPv4 QPPBおよび IPv6 QPPBは、すべてのイーサネットおよ
び SIP-700ラインカードでサポートされています。

•入力 QoSポリシーを使用した IPv4 QPPBは、最初の世代の ASR9000イーサネットライン
カードでサポートされています。

手順の概要

1. configure
2. route-policy name
3. set qos-groupqos-group-value
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ルートポリシーコンフィギュレーションモードに切り替え、設

定するルートポリシーの名前を指定します。

route-policy name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
route-policy r1

ステップ 2   

QoSグループ IDを設定します。 set qos-groupコマンドは入力ポ
リシーでのみサポートされています。

set qos-groupqos-group-value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)
# set qos-group 30

ステップ 3   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。
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BGP に対するルートポリシーの適用
この作業では、BGPにルートポリシーを適用します。

前提条件

BGPおよび CEFを設定します。

手順の概要

1. configure
2. router bgpas-number
3. address-familyaddress-prefix
4. table-policypolicy-name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

BGPコンフィギュレーションモードを開始します。router bgpas-number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config) #
router bgp 120

ステップ 2   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを開始しま

す。このモードでは、アドレスファミリを設定できます。

address-familyaddress-prefix

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp) #
address-family ipv4 unicast

ステップ 3   

ルーティングポリシーを適用します。table-policypolicy-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bgp-af)
# table-policy qppb a1

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

目的のインターフェイスでの QPPB の設定
この作業では、指定したインターフェイスにQPPBを適用します。ルートポリシーでのプレフィッ
クスの一致に基づいて、トラフィックの分類が始まります。トラフィックの送信元または宛先の

IPアドレスを使用して、ルートポリシーを照合できます。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. ipv4 | ipv6 bgp policy propagation input {ip-precedence | qos-group} {destination [ip-precedence

{destination | source}] | source [ip-precedence {destination | source}] }
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#ipv4 bgp policy propagation input qos-group destination
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始して、1つ以上のインターフェ
イスを VRFに関連付けます。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface POS 0/0/0/0

ステップ 2   

いずれかのインターフェイスでQPPBをイネー
ブルにします。

ipv4 | ipv6 bgp policy propagation input {ip-precedence
| qos-group} {destination [ip-precedence {destination |
source}] | source [ip-precedence {destination | source}] }

ステップ 3   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#ipv4 bgp policy propagation
input qos-group destination

QPPB の使用例
トラフィックが（単一の）ルータ port1および port2を介して Network1から Network2に移動する
場合について考えます。 QPPBが port1でイネーブルの場合

•入力の QoSの場合：インターフェイス port1の入力ポリシーに対応付けます。

•出力の QoSの場合：インターフェイス port2の出力ポリシーに対応付けます。

階層型入力ポリシングの設定

手順の概要

1.
2. policy-map policy-name
3. class class-name
4. service-policy policy-name
5. police rate percent percentage
6. conform-action action
7. exceed-action action
8. endまたは commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：

RP/0//CPU0:router# configure

ステップ 1   

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

policy-map policy-name

例：

RP/0//CPU0:router(config)# policy-map
parent

ステップ 2   

1つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポリ
シーマップを作成または修正し、サービスポリシーを指定

します

ポリシーマップクラスコンフィギュレーションモードを

開始します。

class class-name

例：

RP/0//CPU0:router(config-pmap)# class
class-default

ステップ 3   

ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定します。

ポリシーマップを入力または出力インターフェイスに適用

します。

service-policy policy-name

例：

RP/0//CPU0:router(config-pmap-c)#
service-policy child

ステップ 4   

トラフィックポリシングを設定し、ポリシーマップポリシ

ングコンフィギュレーションモードを開始します。

police rate percent percentage

例：

RP/0//CPU0:router(config-pmap-c)# police
rate percent 50

ステップ 5   

レート制限に適合したパケットに対して実行するアクショ

ンを設定します。可能なアクションは次のとおりです。

conform-action action

例：

RP/0//CPU0:router(config-pmap-c-police)#
conform-action transmit

ステップ 6   

transmit：パケットを送信します。

レート制限を超過したパケットに対して実行するアクショ

ンを設定します。可能なアクションは次のとおりです。

exceed-action action

例：

RP/0//CPU0:router(config-pmap-c-police)#
exceed-action drop

ステップ 7   

drop：パケットをドロップします。

設定変更を保存します。endまたは commitステップ 8   

例：

RP/0//CPU0:router(config-pmap-c-police)#
end

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。
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目的コマンドまたはアクション

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

または

RP/0//CPU0:router(config-pmap-c-police)#
commit yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ

イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。

noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

cancelと入力すると、ルータは現在のコンフィギュレー
ションセッションで継続されます。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。

モジュラ QoS パケット分類の設定例
ここでは、次の例を示します。

定義されたトラフィッククラス：例

次に、2つのトラフィッククラスを作成し、その一致条件を定義する例を示します。 1つ目のト
ラフィッククラス class1では、ACL 101を一致基準として使用します。 2番めのトラフィックク
ラス class2では、ACL 102を一致条件として使用しています。パケットはこれらのACLの内容と
照合され、そのクラスに属するかどうかが判断されます。

class-map class1
match access-group ipv4 101
exit

!
class-map class2
match access-group ipv4 102
exit

notキーワードを matchコマンドに使用すると、指定していないフィールド値に基にして照合を
行います。次の例では、DSCP値が 4、8、10以外である qos_exampleクラスのすべてのパケット
が含まれます。

class-map match-any qos_example
match not dscp 4 8 10
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!
end

トラフィックポリシーの作成：例

次の例では、policy1というトラフィックポリシーを定義し、class1と class2という 2つのクラス
のポリシー設定を含めます。これらのクラスの一致基準は、定義されたトラフィッククラス：例

で作成されたトラフィッククラスで定義されています。

class1では、帯域幅割り当て要求と、そのクラス用に予約されるキューの最大バイト数の制限がポ
リシーに含まれています。 class2に対しては、帯域幅割り当て要求だけがポリシーで指定されて
います。

policy-map policy1
class class1
bandwidth 3000
queue-limit bytes 1000000000
exit

!
class class2
bandwidth 2000
exit

policy-map policy1
class class1
bandwidth 3000 kbps
queue-limit 1000 packets

!
class class2
bandwidth 2000 kbps

!
class class-default

!
end-policy-map
!
end

インターフェイスへのトラフィックポリシーの付加：例

次に、既存のトラフィックポリシーをインターフェイスに付加する例を示します（定義されたト

ラフィッククラス：例を参照）。 policy-mapコマンドを使用してトラフィックポリシーを定義し
た後、インターフェイスコンフィギュレーションモードで service-policyコマンドを使用して、こ
のポリシーを 1つ以上のインターフェイスに付加し、これらのインターフェイスのトラフィック
ポリシーを指定できます。同じトラフィックポリシーは複数のインターフェイスに付加すること

ができますが、各インターフェイスには入力と出力に対してそれぞれトラフィックポリシーを 1
つだけ付加することができます。

interface gigabitethernet 0/1/0/9
service-policy output policy1
exit

!
interface TenGigE 0/5/0/1
service-policy output policy1
exit
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複数のサブインターフェイスへのトラフィックポリシーの付加：例

次に、複数のサブインターフェイスに既存のトラフィックポリシーを付加する例を示します。

policy-mapコマンドを使用してトラフィックポリシーを定義した後、サブインターフェイスコン
フィギュレーションモードで service-policyコマンドを使用して、このポリシーを 1つ以上のサブ
インターフェイスに付加できます。

interface gigabitethernet 0/1/0/0.1
service-policy input policy1 shared-policy-instance ethernet101
exit

!
interface gigabitethernet 0/1/0/0.2
service-policy input policy1 shared-policy-instance ethernet101
exit

バンドルインターフェイスへのトラフィックポリシーの付加：例

次に、既存のトラフィックポリシーをバンドルインターフェイスに付加する例を示します。

policy-mapコマンドを使用してトラフィックポリシーを定義した後、サブインターフェイスコン
フィギュレーションモードで service-policyコマンドを使用して、このポリシーを 1つ以上のバン
ドルサブインターフェイスに付加できます。

interface Bundle-Ether 100.1
service-policy tripleplaypolicy shared-policy-instance subscriber1
exit

!
interface Bundle-Ether 100.2
service-policy output tripleplaypolicy shared-policy instance subscriber1
exit

共有ポリシーインスタンスによる EFP ロードバランシング：例
次に、SPIが実装されている場合に EFPに対してロードバランシングを設定する例を示します。
リンクバンドルの EFPロードバランシングの詳細については、『Cisco IOS XR Interface and
Hardware Component Configuration Guide』を参照してください。

バンドルインターフェイスの設定：例

interface Bundle-Ether 50
interface gigabitethernet 0/1/0/5
bundle id 50 mode active

interface gigabitethernet 0/1/0/8
bundle id 50 mode active
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ロードバランスオプションによる 2 つのバンドル EFP の設定：例
次の例では、同じ物理メンバリンクを通過する 2つのバンドル EFP宛てのトラフィックを設定し
ます。

interface Bundle-Ether 50.25 l2transport
encapsulation dot1q 25
bundle load-balance hash-select 2

!
interface Bundle-Ether 50.36 l2transport
encapsulation dot1q 36
bundle load-balance hash-select 2

デフォルトトラフィッククラスの設定例

次に、トラフィックポリシー policy1のデフォルトクラスに対してトラフィックポリシーを設定
する例を示します。デフォルトクラスの名前は class-defaultで、他のすべてのトラフィックから
構成され、インターフェイスの帯域幅の 60パーセントでシェーピングされます。

policy-map policy1
class class-default
shape average percent 60

class-map match-any コマンドの設定: 例
次の例では、一致基準が複数ある場合に、パケットがどのように評価されるかについて説明しま

す。 class-map match-anyコマンド中のパケットがトラフィッククラスのメンバであると見なさ
れるためには、一致基準が 1つだけが満たされる必要があります（論理的な OR演算子）。この
例では、プロトコル IP OR QoSグループ 4 ORアクセスグループ 101が成功する一致基準になる
必要があります。

class-map match-any class1
match protocol ipv4
match qos-group 4
match access-group ipv4 101

トラフィッククラス class1では、成功する一致条件が見つかるまで連続的に一致基準が評価され
ます。各一致基準が評価され、パケットがその基準に一致するかどうかが判断されます。パケッ

トが指定した条件のうち少なくとも 1つに一致すると、パケットはトラフィッククラスのメンバ
として分類されます。

match qos-groupコマンドは、出力ポリシーでのみサポートされています。（注）

クラスベースの無条件パケットマーキングの例

次に、一般的なクラスベースの無条件パケットマーキングの例を示します。
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IP precedence のマーキングの設定：例
次の例では、policy1というサービスポリシーを作成します。このサービスポリシーは、classコ
マンドを使用して事前に定義したクラスマップ class1に関連付けられ、その後、出力 POSイン
ターフェイス 0/1/0/0に付加されます。 ToSバイトの IP precedenceビットを 1に設定します。

policy-map policy1
class class1
set precedence 1

!
interface pos 0/1/0/0
service-policy output policy1

IP DSCP マーキングの設定：例
次の例では、policy1というサービスポリシーを作成します。このサービスポリシーは、classコ
マンドを使用して事前に定義したクラスマップに関連付けられます。この例では、class1という
クラスマップが事前に設定されていることを前提としています。

次の例では、ToSバイトの IP DSCP値を 5に設定します。

policy-map policy1
class class1
set dscp 5

class class2
set dscp ef

エッジで音声パケットに対して示される設定を行った後、すべての中間ルータは次のように音声

パケットに低遅延処理を行うよう設定されます。

class-map voice
match dscp ef

policy-map qos-policy
class voice
priority level 1
police rate percent 10

QoS グループマーキングの設定：例
次の例では、policy1というサービスポリシーを作成します。このサービスポリシーは、classコ
マンドを使用してクラスマップ class1に関連付けられ、その後 GigabitEthernetインターフェイス
0/1/0/9の入力方向に付加されます。 qos-group値は 1に設定されます。

class-map match-any class1
match protocol ipv4
match access-group ipv4 101

policy-map policy1
class class1
set qos-group 1

!
interface gigabitethernet 0/1/0/9
service-policy input policy1
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set qos-groupコマンドは入力ポリシーでのみサポートされています。（注）

CoS マーキングの設定：例
次の例では、policy1というサービスポリシーを作成します。このサービスポリシーは、classコ
マンドを使用してクラスマップ class1に関連付けられ、その後 10-Gigabit Ethernetインターフェ
イス TenGigE0/1/0/0の出力方向に付加されます。レイヤ 2ヘッダーの IEEE 802.1p（CoS）ビット
は 1に設定します。

class-map match-any class1
match protocol ipv4
match access-group ipv4 101

policy-map policy1
class class1
set cos 1

!
interface TenGigE0/1/0/0
interface TenGigE0/1/0/0.100
service-policy output policy1

MPLS EXP ビットインポジションマーキングの設定：例
次の例では、policy1というサービスポリシーを作成します。このサービスポリシーは、classコ
マンドを使用してクラスマップ class1に関連付けられ、その後 10-Gigabit Ethernetインターフェ
イス TenGigE0/1/0/0の入力方向に付加されます。すべてのインポーズされたラベルのMPLS EXP
ビットは 1に設定します。

class-map match-any class1
match protocol ipv4
match access-group ipv4 101

policy-map policy1
class class1
set mpls exp imposition 1

!
interface TenGigE0/1/0/0
service-policy input policy1

set mpls exp impositionコマンドは入力ポリシーでのみサポートされています。（注）

MPLS EXP 最上位マーキングの設定：例
次の例では、policy1というサービスポリシーを作成します。このサービスポリシーは、classコ
マンドを使用してクラスマップ class1に関連付けられ、その後 10-Gigabit Ethernetインターフェ
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イス TenGigE0/1/0/0の出力方向に付加されます。最上位ラベルのMPLS EXPビットは 1に設定し
ます。

class-map match-any class1
match mpls exp topmost 2

policy-map policy1
class class1
set mpls exp topmost 1

!
interface TenGigE0/1/0/0
service-policy output policy1

In-Place ポリシーの変更：例
この例では、ポリシーを定義してインターフェイスに付加した後、precedenceを 3から 5に変更
します。

クラスを定義します。

class-map match-any class1
match cos 7
end-class-map

クラスを使用するポリシーマップを定義します。

policy-map policy1
class class1
set precedence 3

インターフェイスにポリシーマップを付加します。

interface gigabitethernet 0/6/0/1
service-policy output policy1
commit

ポリシーマップの precedence値を変更します。

policy-map policy1
class class1
set precedence 5
commit

変更されたポリシー policy1は、ポリシーが付加されるすべてのインターフェイスに反映され
ます。また、ポリシーマップに使用するすべてのクラスマップを変更できます。クラスマッ

プに対して行った変更は、ポリシーが付加されているすべてのインターフェイスに反映されま

す。

（注）

この show policy-map targetsコマンドの出力は、ギガビットイーサネットインターフェイス
0/1/0/0に、メインポリシーとして付加されているポリシーマップがあることを示しています（階
層型QoS設定の子ポリシーに付加されるのではなく）。このインターフェイスの発信トラフィッ
クは、ポリシーが変更された場合に影響を受けます。

show policy-map targets

Fri Jul 16 16:38:24.789 DST
1) Policymap: policy1 Type: qos

Targets (applied as main policy):
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GigabitEthernet0/1/0/0 output
Total targets: 1

Targets (applied as child policy):
Total targets: 0

その他の関連資料
ここでは、パケット分類の実装に関する関連資料について説明します。

関連資料

参照先関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Getting Started Guide』

初期システム起動と設定

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Master Command Listing』

マスターコマンドリファレンス

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Modular Quality of Service Command Reference』

QoSコマンド

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
System Security Configuration Guide』の「Configuring
AAA Services on Cisco ASR 9000 Series Router」モ
ジュール

ユーザグループとタスク ID

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準また

は変更された標準はありません。また、既

存の標準のサポートは変更されていませ

ん。
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MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOSXRソフトウェアを使用してMIBを検索お
よびダウンロードするには、http://cisco.com/public/
sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtmlにある Cisco MIB
Locatorを使用し、[Cisco Access Products]メニューか
らプラットフォームを選択します。

—

RFC

タイトルRFC

—この機能によりサポートされた新規 RFC
または改訂 RFCはありません。またこの
機能による既存 RFCのサポートに変更は
ありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイト
では、製品、テクノロジー、ソリューショ

ン、技術的なヒント、およびツールへのリ

ンクなどの、数千ページに及ぶ技術情報が

検索可能です。 Cisco.comに登録済みの
ユーザは、このページから詳細情報にアク

セスできます。
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