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Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス
20G ラインカードにおける QoS の設定
この章では、Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G（ES20）
ラインカードで Quality of Service（QoS）を設定する方法について説明します。
プラットフォームに対応する他の QoS マニュアルまたは Cisco IOS ソフトウェアの QoS マニュアルを
参照する前に、この章で ES20 ラインカード固有の QoS 機能サポートおよび設定時の注意事項を確認
してください。

Cisco IOS Release 12.2 における QoS の概念および機能の詳細については、次の URL にアクセスして、
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide 』Release 12.2SR を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/qos/configuration/guide/12_2sr/qos_12_2sr_book.html
この章の内容は次のとおりです。

• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードにおける QoS の機能（P.3-2）
• モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）による QoS 機能の設定（P.3-5）
• サービス インスタンスにおける Dual Rate Three Color（2R3C）入力ポリサー（P.3-7）
• EVCS QoS サポート（P.3-5）
• ポリシングの設定（P.3-16）
• マーキングの設定（P.3-24）
• シェーピングの設定（P.3-28）
• ES20 メインインターフェイスにおけるシェーピングの設定（P.3-30）
• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードにおける PFC QoS の設定（P.3-41）
• 階層型 QoS の設定（P.3-42）
• Bandwidth Remaining Ratio（BRR）の設定 - 未使用帯域幅の利用のサポート（P.3-51）
• EVC 設定例（P.3-48）
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Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ライン
カードにおける QoS の機能
（注）

メインインターフェイスとは、他に指定がない限り、メインインターフェイスおよびスイッチポートで
す。
サポートされるインターフェイスに関する情報が機能に含まれていない場合、機能は特定のインター
フェイスでサポートされません。

（注）

QoS がグローバルにイネーブルにされると、6xxx カードと ES20 ラインカード間、6xxx カードと ES+
ラインカード間、および ES20 ラインカードと ES+ ラインカード間のクロスバンドリングは許可され
ません。
次のセクションでは、入力 QoS および出力 QoS の機能について説明します。

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードにおける入
力 QoS の機能
ここでは、ES20 ラインカードにおける入力 QoS サポートについて説明します。

入力トラスト
トラストとは、着信フレームに記載されているとおりに既存プライオリティを信頼する（残す）か、ま
たはプライオリティをゼロに書き換えるようにポートに指示するポート割り当てのことです。
パケットは、プライオリティ値がパケット ヘッダーにすでに書き込まれている状態でインターフェイ
スに到着します。ルータは、定義済みルールに従って有効なアプリケーションまたはネットワーク デ
バイスがプライオリティ設定を設定しているかどうか、ユーザがより良いサービスを期待してプライオ
リティ設定を設定しているかどうかを判断する必要があります。
ルータは、プライオリティ値を受け入れるか別の値に変更するかを決める必要があります。ルータは、
ポートの「トラスト」設定を使用してこの決断を行います。

ES20 ラインカードは、Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）をデ
フォルトで常に信頼します。メインインターフェイスおよびサブインターフェイスは、入力トラスト機
能を使用します。

入力キュー スケジューリング
ES20 ラインカードでは入力キュー スケジューリングがサポートされません。
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入力分類
フレームは、キューに入ったあとで分類に渡されます。分類ではトラフィック記述子が使用されて特定
グループにパケットが分類され、そのパケットが定義されてネットワークで QoS 処理用にアクセスで
きるようになります。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。
トラフィックは、次の判断のために分類されます。

• さらに処理を進めるようにマーク付けするかどうか
• レート制限固有のトラフィック タイプにポリシングを行うかどうか

ES20 ラインカードでは入力分類がサポートされます。分類の設定の詳細については、「分類の設定」
（P.3-11）を参照してください。

入力ポリシング
ポリシングでは、特定ポートまたは VLAN ポートの一群を通過するトラフィックで使用できる帯域幅
を制限できます。ポリシングは、ルータが送受信するデータ量をキロバイト / 秒単位で定義することで
動作します。
ポリシングを設定すると、プロファイル外の QoS 値トラフィックが廃棄されるかマーキングされて、
ルータのデータの流れが制限されます。ルータでは、ポリシングにより、インターフェイスの帯域幅だ
けに基づく場合よりも低いレベルに、特定タイプのレートを制限できます。

ES20 ラインカードでは入力ポリシングがサポートされます。ポリシングの設定の詳細については、
「ポリシングの設定」（P.3-16）を参照してください。

入力マーキング
トラフィックは、分類後にマーキングできます。マーキングは、パケットの分類ビットを選択的に修正
し、ネットワーク内でトラフィックを識別する方法です。その他のインターフェイスは、マーキングに
基づいてトラフィックをマッチングできます。

ES20 ラインカードでは入力マーキングがサポートされます。マーキングの設定の詳細については、
「マーキングの設定」（P.3-24）を参照してください。

入力シェーピング
ES20 ラインカードでは入力シェーピングがサポートされません。
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Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードにおける出
力 QoS の機能
次のセクションでは、ES20 ラインカードの出力ポートにおける QoS 機能について説明します。

出力分類
分類ではトラフィック記述子が使用されて特定グループにパケットが分類され、そのパケットが定義さ
れてネットワークで QoS 処理用にアクセスできるようになります。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。
トラフィックは、次の判断のために分類されます。

• さらに処理を進めるようにマーク付けするかどうか
• レート制限固有のトラフィック タイプでキューに入れるかどうか

ES20 ラインカードでは出力分類がサポートされます。分類の設定の詳細については、「分類の設定」
（P.3-11）を参照してください。

出力ポリシング
ES20 ラインカードでは、priority コマンドと組み合わせたときに限り、出力ポート ポリシングがサ
ポートされます。

出力マーキング
トラフィックの分類後、ルータはトラフィックをマーキングできます。パケットの分類ビットを選択的
に修正し、指定マーキングに基づいてパケットを差別化するためにマーキングを使用します。

ES20 ラインカードでは、サービス インスタンス、メインインターフェイス、およびサブインターフェ
イスで出力ポート マーキングがサポートされます。マーキングの設定の詳細については、「マーキング
の設定」（P.3-24）を参照してください。

出力シェーピング
トラフィック シェーピングでは、インターフェイスから出力されるトラフィックを制御して、リモー
ト ターゲット インターフェイスの速度にフローを合わせ、指定されているポリシーにトラフィックを
準拠させることができます。ダウンストリーム要件を満たして、データとレートが一致しないトポロジ
のボトルネックを解消するため、シェーピングを使用できます。

ES20 ラインカードでは、出力ポート、メインインターフェイス、サブインターフェイス、サービス イ
ンスタンスでシェーピングがサポートされます。シェーピングの設定の詳細については、「シェーピン
グの設定」（P.3-28）を参照してください。

出力キュー スケジューリング
出力ラインカードは輻輳回避機能を使用し、輻輳を防止してバッファのオーバーフローを避けます。

ES20 ラインカードでは、Class-Based Weighted Fair Queuing（CBWFQ; クラスベース WFQ）、Low
Latency Queueing（LLQ; 低遅延キューイング）、Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付
けランダム早期検出）がサポートされます。
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モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）
による QoS 機能の設定
モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）は、ユーザがトラフィック ポリシーを作成
し、そのポリシーをインターフェイスに結合できる CLI 構造です。トラフィック ポリシーには、トラ
フィック クラスおよび 1 つまたは複数の QoS 機能を指定します。トラフィック クラスは、トラフィッ
クを選択するために使用されるのに対して、トラフィック ポリシーの QoS 機能は分類されたトラ
フィックの取り扱いを決定します。

ES20 ラインカード上でモジュラ QoS コマンドライン インターフェイスを使用して QoS 機能を設定す
るには、次の基本的な作業を行います。
ステップ 1

class-map コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義します。

ステップ 2

トラフィック クラスと 1 つまたは複数の QoS 機能を対応付けることによって、トラフィック ポリシー
を作成します（policy-map コマンドを使用）。

ステップ 3

service-policy コマンドを使用して、インターフェイスにトラフィック ポリシーを結合します。

MQC の詳細については、次の URL にアクセスし、『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Configuration Guide』Release 12.2SR の MQC の項を参照してください。
www.cisco.com/en/US/docs/ios/qos/configuration/guide/12_2sr/qos_12_2sr_book.html

EVCS QoS サポート
Ethernet Virtual Connection Service（EVCS）では、サービス インスタンスおよび Ethernet Virtual
Circuit（EVC; イーサネット仮想回線）の概念が使用されます。サービス インスタンスは、特定ルータ
の特定ポートにおける EVC をインスタンス化したものです。EVC は、プロバイダーがお客様に提供し
ているレイヤ 2 サービスの単一インスタンスのエンドツーエンド表現です。さまざまなパラメータが統
合されて、サービスが提供されます。

制約事項および使用上のガイドライン
ES20 ラインカードにおいて EVCS で QoS を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイドラ
インに従ってください。
• サービス インスタンスは MQC を使用します。
• QoS では 16,000 のサービス インスタンスがサポートされます。
• HQoS ではベイごとに 990 のサービス インスタンスがサポートされ、ラインカードごとに 1980 の
サービス インスタンスがサポートされます。

• 入力シェーピングはサポートされません。
• 出力 QoS では、階層型ポリシーマップおよびフラット ポリシーマップがサポートされます。
• サービス インスタンスまたはサブインターフェイスの作成前に、すべてのポリシーマップをメイ
ンインターフェイスで削除してください。

• match vlan、vlan-inner、class-default で定義したクラスだけが親ポリシーに存在できます。
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• サービス インスタンス設定を変更したら、ポリシーを削除して再適用する必要があります。ポリ
シーマップ設定が有効でなくなる可能性があるからです。

• ポート帯域幅の 1% が制御パケット用に予約されているため、ポリシーマップは最高容量までは機能
しません。このため、ポート帯域幅の 99% だけを使用するようにポリシーマップを設定します。
• デフォルトのカプセル化の EVC では、他のサポート対象 EVC と同様のポリシーマップがサポート
されます。

• タグなしのカプセル化の EVC では、ポリシーマップはサポートされません。

EVC QoS サポートは次のとおりです。
• EVC QoS では、組み合わせ可能な次のフィルタに基づいて分類が行われます。
– 内部 VLAN タグ
– 外部 VLAN タグ
– Class of Service（CoS; サービス クラス）
– CoS 内部
• EVC QoS では、次の項目に基づいてマーキングが行われます。
– 内部 CoS のコピーまたは書き換え
– 外部 CoS のコピーまたは書き換え
– 内部 CoS から外部 CoS、または外部 CoS から内部 CoS へのコピー
– EXP でのコピーまたは書き換え
• EVC QoS でサポートされる処理は次のとおりです。
– マーキング、帯域幅、WRED 集約、シェーピング平均、キュー制限、ポリシングによるプラ
イオリティ

EVC QoS の設定例については、「EVC 設定例」（P.3-48）を参照してください。

EVC ポート チャネルの制約事項およびユーザ ガイドライン
EVC ポート チャネルで QoS を設定する場合は、次の制約事項およびユーザ ガイドラインに従ってく
ださい。
• EVC ポート チャネルで、制限されるキューの最大数はベイごとに 8000 です。8000 の制限を超え
ないようにしてください。

• ラインカードで設定できるメンバーリンクの最大数は 8 です。
• ポート チャネルで、各 EVC はメンバーリンクの数だけ複製されます。複製後のベイごとの EVC
数の合計が 8000 を超えないようにしてください。
• 帯域幅およびポリシングのパーセンテージ値は、EVC ポート チャネルではサポートされません。
• 出力 IP Prec および DSCP マーキングは、EVC または EVC ポート チャネルに対してサポートされ
ません。

• 入力ポリシングは、EVC ポート チャネルに対してサポートされません。
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サービス インスタンスにおける Dual Rate Three Color（2R3C）入力ポ
リサー
RFC 2698 に詳述されている Dual Rate Three Color ポリシング（2R3C）では、データ パケットの次の
特性が示されます。
• 緑、黄、赤として測定され、色が設定される。
• 送信ドロップまたは QoS マーキングに対してマーキングされる。
• トークン バッファ モードで補充される。

ES20 ラインカードでの新機能実装に基づいて、ポリシー メーターはフラット ポリシーマップでカラー
ブラインド モードで動作します。ES20 ラインカードの入力サービス インスタンスで conform、
exceed、および violate 処理を使用して、デュアル レート ポリシングを設定できます。Dual Rate
Three Color ポリサーの詳細については、次の URL の「QoS: Color-Aware Policer」の項を参照してく
ださい。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/120s26/12s
_cap.htm
マーキングがサポートされている任意のクラスでポリサーを設定できます。match vlan、match vlan
inner、match QoS、または match QoS inner フィルタを使用して、これらのクラスを設定できます。
ES20 ラインカードでのポリシングの詳細については、「ポリシングの設定」（P.3-16）を参照してくだ
さい。

制約事項および使用上のガイドライン
ES20 ラインカードにおいて 2R3C 入力サービス ポリシーを設定する場合は、次の制約事項および使用
上のガイドラインに従ってください。

• 次の特性を持つ 2R3C ポリサーは設定できません。
– 同じポリシーマップ内での Single Rate Two Color （1R2C）ポリサー
– 送信ドロップに対してマーキングされたパケット
– 同じクラス内での set コマンド処理の同時実行
• 最大 3000 のポリサーが ES20 ラインカードでサポートされます（ラインカードごとに合計 6000）。
• 1R2C ポリサーが設定され、conform、transmit、exceed、drop 以外の処理が設定されている場合、
または 1R2C がクラスデフォルトではない場合、マイクロプロセッサはポリシングを実行します。
• cir および pir の値を設定しない場合、CLI コマンドは拒否されます。
• 2R3C ポリサーはユーザクラス値およびクラスデフォルト値で機能します。
• 2R3C ポリサーはポリサー内で set- cos コマンドをサポートしません。set- cos コマンドは、
set-cos transmit などのポリサー処理の一部です。
• DBUS COS を設定するために、set mpls exp の代わりに set-cos 処理コマンドを使用できます。
• 2R3C ポリサーと 1R2C ポリサーを同じポリシーマップ内で設定できません。
• 入力での階層型 QoS ポリシーマップは、親ポリシーでの police と子ポリシーでの cos のマーキン
グで構成されている必要があります。親と子両方のポリシーマップでの police の設定はサポート
されていません。

• フラット 2R3C ポリサーはサポートされています。
• conform、exceed、および violate コマンドは、すべてのポリシング アクションをマーク付けする
ために使用されます。
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• ES20 ラインカードでは、次のポリシング アクションがサポートされます。

- drop
- set-cos-inner-transmit（外部タグ cos の設定）
- set-cos-transmit（dbus cos タグなし cos の設定）
- transmit
• ES20 ラインカードでは、次のデフォルト ポリサー アクションがサポートされます。

- conform に対する transmit
- exceed および violate に対する drop
• cos-inner、vlan、および vlan-inner ポリサーを分類できます。
• 入力分類およびポリシングは、EVC 書き換えの前に実行されます。
手順概要

1. enable
2. configure terminal
3. class-map match-any class name
4. match cos name
5. match [ip] precedence precedence-value
6. policy-map policer
7. class class name
8. police cir bc pir be
9. conform-action [ set-cos-inner-transmit | set-cos-transmit]
10. exceed-action [ set-cos-inner-transmit | set-cos-transmit ]
11. violate-action [ transmit | drop ]
12. interface GigabitEthernet slot/bay/port
13. service instance ethernet interface
14. service policy input policy-map-name
15. end
詳細手順

ステップ 1

コマンド

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。
例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンド

目的

class-map match-any class name

すべてのパケットの正常一致基準となる class-map の
一致基準を設定します。

例：
Router# configure class-map match
any test

ステップ 4

match cos name

レイヤ 2 サービス クラス（CoS）名に基づいてパケッ
トを照合します。

例：
Router# (config-cmap)# match cos2

ステップ 5

Router (config-cmap)# match [ip]
precendence precedence-value

IP precedence 値を一致基準として識別します。

例：
Router#(config-cpmap)# match ip
precedence 3

ステップ 6

Router (config-cmap)# policy-map
policer

例：
Router (config-cmap)# policy-map
2r3c

ステップ 7

ステップ 8

トラフィック ポリシー名を指定し、さらに、ポリシー
マップ コンフィギュレーション モードを開始できるよ
うにします（トラフィック ポリシングやトラフィック
シェーピングなどの QoS 機能をイネーブルにするため
の前提条件）。

Router (config-pmap)# class class
name

トラフィック クラスをトラフィック ポリシーに関連付
けます。

例：
Router (config-pmap)# class test

class-name 引数に対して、class-map コマンドを使用
してトラフィック クラスを作成したときに作成したク
ラスの名前を指定できます。

Router (config-pmap-c)# Police cir
bc pir be

トークン バケット アルゴリズムを使用してトラフィッ
ク クラスが使用できる最大帯域幅を指定します。

例：
Router (config-pmap-c)# police cir
1000000 bc 5000 pir 100000000 be
10000000

• cir：最初のトークン バケットが更新される
Committed Information Rate（CIR; 認定情報レー
ト）をビット / 秒の値として指定します。有効値は
8000 ～ 200000000 です。
• bc conform-burst：最初のトークン バケットがポ
リシングに使用する適合バースト（bc）サイズを
バイト数で指定します。有効値は 1000 ～
31,250,000 です。
• pir rate：2 番めのトークン バケットが更新される
Peak Information Rate（PIR; 最大情報レート）を
ビット / 秒の値として指定します。有効値は 8000
～ 200000000 です。
• be：2 番めのトークン バケットが使用する超過
バースト値を指定します。
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ステップ 9

コマンド

目的

Router (config-pmap-c-police)#
conform-action
[set-cos-inner-transmit |
set-cos-transmit ]

指定したオプションに基づいてトラフィック ポリシン
グを設定します。

• inner-transmit
• transmit

例：
Router (config-pmap-c-police)#
conform-action
set-cos-inner-transmit 4

ステップ 10 Router (config-pmap-c-police)#
exceed-action [
set-cos-inner-transmit |
set-cos-transmit ]

指定したオプションに基づいてトラフィック ポリシン
グを設定します。

• inner-transmit
• transmit

例：
Router(config-pmap-c-police)#
exceed action set-cos-transmit 3

ステップ 11 Router (config-pmap-c-police)#
violate-action [ transmit | drop ]

指定したオプションに基づいてトラフィック ポリシン
グを設定します。

• transmit
例：
Router (config-pmap-c-police)#
violate action set-cos-transmit 3

ステップ 12 Router (config)# interface
GigabitEthernet slot/bay/port

• drop
サービス ポリシーを結合するインターフェイスを識別
します。

例：
Router (config)# interface gig2/0/0

ステップ 13 Router (config-if)# service
instance ethernet interface

サービス ポリシーを結合するインターフェイスのサー
ビス インスタンスを識別します。

例：
Router(config-if)# service instance
1 eth

ステップ 14 Router (config-if-srv)# service
policy input policy-map-name

設定されたポリシーマップをイーサネット サービス イ
ンスタンスに結合します。

例：
Router(config-if-srv)# service
policy input test

ステップ 15 end

コマンド処理を終了します。

例：
Router(config-if-srv)# end
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例
次の例は、クラスおよびポリシーマップでの 2R3C 設定を示しています。
policy-map test
class cos2
police 1000000 pir 2000000 conform-action set-cos-transmit 3 exceed-action
set-cos-transmit 1 violate-action drop

次に示すように、サービス ポリシーをインターフェイスのサービス インスタンスに結合する必要があ
ります。
interface gig2/0/0
service instance 1 eth
---- EVC configurations --service-policy input test

分類の設定
QoS の分類機能を使用して、ネットワーク トラフィックを選択し、クラス別に分類して、一定の一致条
件に基づいてその後の QoS 処理が実行されるようにします。デフォルト クラスである「class-default」
は、設定されているクラスマップのどの選択条件とも一致しないトラフィックが振り分けられるクラス
です。

制約事項および使用上のガイドライン
ES20 ラインカードにおいてトラフィック クラスを設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイ
ドラインに従ってください。

• 一意のクラスマップを 256 まで定義できます。
• 1 つのクラスマップに最大 8 つの異なる match コマンド文を指定できます。
• ES20 ラインカードは、同じクラスまたはポリシーマップにおける QoS グループ、CoS、または入
力 VLAN のマッチングと他タイプの一致基準（たとえば、Access Control List [ACL; アクセス コ
ントロール リスト ]）との組み合わせをサポートしません。同じポリシーマップの同じレベルで、
match CoS を使用して class c1 を設定し、match ip prec を使用して class c2 を設定することはで
きません。

• ES20 ラインカード上で階層型 QoS を設定しているときに、親ポリシーで入力 VLAN のマッチン
グを設定した場合、子ポリシーでサポートされるのは、QoS グループのマッチングだけです。
• EVC での入力マーキングの場合、サービス インスタンスでは、match vlan コマンド、match
vlan-inner コマンド、match cos コマンド、match cos-inner コマンドがサポートされます。
• EVC での出力マーキングの場合、サービス インスタンスでは、match vlan コマンド、match
vlan-inner コマンド、match cos コマンド、match cos-inner コマンドがサポートされます。
• 出力 ACL での QoS 分類は、次の UDP ポート パラメータではサポートされません。
• Port range
• Port gt（より大きい）
• Port lt（より小さい）
表 3-1 に、Cisco 7600 シリーズ ルータ上で ES20 ラインカード向けにサポートされる QoS 分類機能の
情報を示します。
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表 3-1

QoS 分類機能のサポート

機能（match コマンド）

ACL 番号のマッチング

入力

• メインイン

出力

• メインイン

ターフェイス

ターフェイス

• サブインター

• サブインター

（match access-group コマンド）

フェイス

フェイス

• スイッチポート

説明
次の ACL がサポートされます。

• IPv4 および IPv6
• プロトコル：ARP、RARP、
ICMP、IGMP、UDP、MAC、
MPLS、TCP
• 送信元および宛先ポート
• TCP フラグ
• ToS

ACL 名のマッチング（match
access-group name コマンド）

• メインイン

• メインイン

ターフェイス

ターフェイス

• サブインター

• サブインター

フェイス

フェイス

• スイッチポート
任意のパケットのマッチング

• メインイン

• メインイン

ターフェイス

ターフェイス

• サブインター

• サブインター

（match any コマンド）

フェイス

• EVC

フェイス

• EVC

ATM Cell Loss Priority（CLP; セル損
失率優先度）のマッチング（match
atm clp コマンド）

—

—

サポートされていません。

クラスマップのマッチング

—

—

サポートされていません。

（match class-map コマンド）
サービス クラス（CoS）のマッチング
（match cos コマンド）

• EVC

• EVC
• スイッチポー
ト

• サブインター
フェイス

インナー CoS のマッチング（match
inner-cos コマンド）
フレームリレー Discard Eligibility
（DE; 廃棄適性）ビットのマッチング
（match fr-de コマンド）
フレームリレー Data-Link Connection
Identifier（DLCI; データリンク接続識
別子）のマッチング（match fr-dlci コ
マンド）

• EVC

スイッチポート キューイングおよび
EVC インターフェイス用にサポート
（注）

MAC アドレス ACL を使用す
る場合、Policy Feature Card
（PFC; ポリシー フィーチャ
カード）QoS によって CoS 分
類を利用できます。

• EVC

—

—

サポートされていません。

—

—

サポートされていません。
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表 3-1

QoS 分類機能のサポート （続き）

機能（match コマンド）

入力

出力

入力 VLAN のマッチング

—

メインインター
フェイス

（match input vlan コマンド：入力イン
ターフェイスからの VLAN をマッチン
グ）

IP DSCP のマッチング（match ip dscp

説明
ソフトウェアベース EoMPLS だけで出
力インターフェイス用にサポート
（注）

• メインイン

コマンド）

出力インターフェイス上でサー
ビス ポリシーが適用され、入力
インターフェイスからの
VLAN とのマッチングが行わ
れます。階層型 QoS を使用し
ている場合に親ポリシーで入力
VLAN にマッチングを設定す
ると、子ポリシーでは QoS グ
ループのマッチングだけがサ
ポートされます。

• メインイン

ターフェイス

ターフェイス

• サブインター

• サブインター

フェイス

フェイス

• スイッチポート

IP precedence のマッチング（match ip
precedence コマンド）

• メインイン

• メインイン

ターフェイス

ターフェイス

• サブインター

• サブインター

フェイス

IP Real-Time Protocol（RTP）のマッ

フェイス

• スイッチポート
—
—

サポートされていません。

チング
（match ip rtp コマンド）

ACL 名の MAC アドレスのマッチング —
（match mac address コマンド）

—

サポートされていません。

—

—

サポートされていません。

—

—

サポートされていません。

マルチプロトコル ラベル スイッチング —
（MPLS）Experimental（EXP）ビット
のマッチング（match mpls
experimental コマンド）

—

サポートされます。

—
IP ヘッダーのレイヤ 3 パケット長の
マッチング（match packet length コマ

—

サポートされていません。

宛先 MAC アドレスのマッチング
（match destination-address mac コマ
ンド）
送信元 MAC アドレスのマッチング
（match source-address mac コマンド）

ンド）
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表 3-1

QoS 分類機能のサポート （続き）

機能（match コマンド）

入力

出力

QoS グループのマッチング（match
QoS-group コマンド）

—

ソフトウェアベー
ス EoMPLS 設定
だけのメインイン
ターフェイス

プロトコルのマッチング

• メインイン
• サブインター

IP および IPv6 のマッチングがサポー
ターフェイス トされます。

• サブインター

フェイス

VLAN のマッチング

• スイッチポート
• EVC

内部 VLAN のマッチング

フェイス

• スイッチポー サポートされます。
ト

（match vlan コマンド：レイヤ 2
802.1Q フレームの外部 VLAN のマッ
チング）

階層型 QoS を使用している場合に、ソ
フトウェアベース EoMPLS の設定に限
りサポートされます。その場合、親ポ
リシーで入力 VLAN にマッチングを設
定し、子ポリシーでは QoS グループの
マッチングを設定します。

• メインイン

ターフェイス

（match protocol コマンド）

説明

• EVC

• EVC における 802.1Q タグ付きフ
レームの外部 VLAN ID のマッチ
ング

• EVC

• EVC

サポートされます。

（match vlan inner コマンド：レイヤ 2
フレームに含まれる 802.1Q タグの最
も内側の VLAN のマッチング）
指定条件の非マッチング

—

—

サポートされていません。

（match not コマンド）

MPLS Experimental（EXP）ビットの
マッチング

• メインイン
ターフェイス

（match mpls experimental コマンド）

—

• メインインターフェイス
• サブインターフェイス

• サブインター
フェイス

• スイッチポート
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設定作業
ユーザ定義の QoS トラフィック クラスを作成する場合は、グローバル コンフィギュレーション モード
から次のコマンドを使用します。

コマンド

目的

ステップ 1 Router(config)# class-map [match-all |

match-any] class-name

トラフィック クラスを作成します。

• match-all：（任意）クラスで定義されたすべての
マッチング ステートメントの論理積を使用し、クラ
スマップのすべての一致基準と一致しなければなら
ないことを指定します。これは、デフォルト値です。

• match-any：（任意）クラスで定義されたすべての
マッチング ステートメントの論理和を使用し、1 つ
または複数の一致基準と一致しなければならないこ
とを指定します。

• class-name：ユーザ定義のクラス名を指定します。
（注）
ステップ 2 Router(config-cmap)# match type

一意のクラスマップを 256 まで定義できます。

トラフィックに適用する一致基準を指定します。type
は、表 3-1 に示されている ES20 ラインカードがサポー
トする match コマンドの形式の 1 つです。
（注）

1 つのクラスマップに最大 8 つの異なる match
コマンド文を指定できます。

例
次の例は、ipp5 というクラスマップを設定して、IP precedence 5 のマッチング ステートメントを入力
する方法を示しています。
Router(config)# class-map ipp5
Router(config-cmap)# match ip precedence 5
Router(config-cmap)#

複数のマッチング ステートメントでのクラス マッチングを設定する例を次に示します。
Router(config)# class-map match-any many (id 1047)
Router(config-cmap)# match ip precedence 3
Router(config-cmap)# match access-group 100
Router(config-cmap)# match mpls experimental 5

指定 ACLS でクラス マッチングを設定する例を次に示します。
Router(config)# class-map match-all acl9 (id 1049)
Router(config-cmap)# match access-group name rock

次の例は、match vlan および class-default が親に含まれる子ポリシーでの論理積演算を示しています。
Router(config)# class-map match-all childAND
Router(config-cmap)# match cos 2-3
Router(config-cmap)# match cos inner 5 6
Router(config)# policy-map testchildAND
Router(config-pmap)# class childAND
Router(config-pmap-c)# shape average 100000000
Router(config)# policy-map parentAND

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカード コンフィギュレーション ガイド
OL-11907-06-J

3-15

第3章

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードにおける QoS の設定

EVCS QoS サポート

Router(config-pmap)# class vlan12
Router(config-pmap-c)# shape average 500000000

Router(config-pmap-c)# service-policy testchild

次の例は、show class-map コマンドを使用して、指定クラスマップのクラスマップ情報を表示する方
法を示しています。
Router# show class-map ipp5
Class Map match-all ipp5 (id 1)
Match ip precedence 5

次の例は、show class-map コマンドを使用して、拡張 ACL でクラスマップ情報マッチングを表示す
る方法を示しています。
head# show class-map acl5
Class Map match-all acl5 (id 1042)
Match access-group 102

次の例は、HQoS ポリシーの親クラスの VLAN で分類を確認する方法を示しています。
head# show policy-map match
policy-map match4
class child AND
shape average 3000000
policy-map match2
class child AND
shape average 200000

ポリシングの設定
ここでは、QoS トラフィック ポリシング ポリシーの設定について説明します。

制約事項および使用上のガイドライン
Cisco 7600 シリーズ ルータは、police コマンドを使用したさまざまな形式のポリシングをサポートし
ます。ES20 ラインカード タイプ別にサポートされるポリシング機能については、表 3-2 を参照してく
ださい。
メインインターフェイス、サブインターフェイス、VLAN で入力ポリシングを設定する場合は、次の
制約事項および使用上のガイドラインに従ってください。

• ES20 ラインカードでは、conform-action ポリシングは入力インターフェイスだけでサポートされ
ます。

• 出力ポリシング コマンドは、プライオリティが定義されている場合に実行されます。ポリシング
およびプライオリティを追加できるため、ポリシーマップは拒否されません。動的に適用されるポ
リシーマップで LLQ 値を設定するとき、police の値とそれに続くプライオリティ値を必ず定義し
ます。

• 出力ポリシング コマンドは、プライオリティが定義されている場合に実行されます。プライオリ
ティ値を追加できるため、スタンド アロン ポリシングは拒否されません。動的に適用されるポリ
シーマップで LLQ 値を設定するときに、police の値とそれに続く bc および be プライオリティ値
を定義します。これらの値を設定できますが、キュー制限を定義できます。

• ES20 ラインカードは、set-dscp-transmit コマンドを使用した場合、exceed-action ポリシングの
マーキングに限ってサポートします。
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• プライオリティ キューイングを指定してポリシングを使用すると、出力でトラフィック レートを
制限できます。

• プライオリティと組み合わせたポリシングを設定する場合、適合処理は転送に、違反または超過は
ドロップに固定されます。ユーザはこの処理を設定できません。

• EVC マイクロフロー ポリサーごとに 1 レート 2 カラーを設定するには、次のことを考慮します。
– ラインカードごとに最大 16,000 のポリサーがサポートされています。class-default クラス内
では、サービス インスタンスごとに 1 つしか設定できません。
– conform-action または exceed-action は静的に定義し、変更できません。
– ポリシー設定の形式が 1 つサポートされています。オプションとして子ポリシーでマーキング
ができ、親子ポリシーでポリシングができます。
表 3-2 に、Cisco 7600 シリーズ ルータ上で ES20 ラインカード向けにサポートされるポリシング機能
の情報を示します。
表 3-2

QoS ポリシング機能のサポート

ポリシング機能（police コマンド）
集約ポリサーによるポリシング
（police agregate コマンド）

サポート対象インターフェイス

ES20 ラインカード

• メインインターフェイス

入力だけでサポート

• サブインターフェイス

トークン バケット アルゴリズムを使用
する帯域幅に基づくポリシング
（police コマンド）

• メインインターフェイス
• サブインターフェイス

出力の場合は、priority コマンドと組
み合わせる必要があります。

• EVC（出力のみ）

2 色マーカーによるポリシング（認定
情報レート [CIR] および最大情報レー
ト [PIR]）

• メインインターフェイス
• サブインターフェイス

（注）

（police [two rates] コマンド - police
cir pir 形式）

• メインインターフェイス

フロー マスクによるポリシング
（police flow mask コマンド）

入力だけでサポート

入力ポリシングは EVC ポート
チャネルに対してサポートされ
ません。

入力だけでサポート

• サブインターフェイス
• メインインターフェイス

マイクロフローによるポリシング
（police flow コマンド）

EVC マイクロフロー ポリサーごとに 1
レート 2 カラー

• サブインターフェイス
• EVC

入力だけでサポート

class-default クラス下だけで入力でサ
ポート

（認定情報レート [CIR]）
（police コマンド - police cir 形式）
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表 3-3 に、ES20 ラインカードのインターフェイスとサポートされる処理に関する情報を示します。
表 3-3

1 レート 2 カラー入力サポート

サポート対象インターフェイス
メインインターフェイス

準拠アクション

超過アクション

• transmit

• drop

• set dscp transmit

• policed dscp transmit

• set precedence transmit
• set mpls imposition exp
サブインターフェイス

• transmit

• drop

• set dscp transmit

• policed dscp transmit

• set precedence transmit
• set mpls imposition exp

EVC

transmit

drop

（注）

EVC は class-default だけでサ
ポートされます。

スイッチポート

• transmit

• drop

• set dscp transmit

• policed dscp transmit

• set precedence transmit

• set precdence

• set mpls imposition exp

• set dscp
• set mpls imposition exp

表 3-4

QoS ポリシング アクションのサポート

ポリシング アクション（set コマンド）
パケットをドロップ
（drop コマンド）

ES20 ラインカード
• メインインターフェイス

サポート：入力および出力

• サブインターフェイス
• EVC

IP precedence を設定し送信
（set-prec-transmit コマンド）

IP DSCP を設定し送信

• メインインターフェイス

サポート：入力インターフェイスのみ

• サブインターフェイス
• メインインターフェイス

（set-dscp-transmit コマンド）

• サブインターフェイス

インポジションの MPLS EXP ビット
（0 ～ 7）を設定し送信

• メインインターフェイス

サポート：入力インターフェイスのみ

サポート：入力インターフェイスのみ

• サブインターフェイス

（set-mpls-experimental-imposition-t
ransmit コマンド）
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表 3-4

QoS ポリシング アクションのサポート （続き）

ポリシング アクション（set コマンド）

topmost ラベルの MPLS EXP ビットを
設定し送信

ES20 ラインカード
• メインインターフェイス

サポート：入力インターフェイスのみ

• サブインターフェイス

（set-mpls-experimental-topmost-tra
nsmit コマンド）
変更せずにすべてのパケットを送信
（transmit コマンド）

• メインインターフェイス

サポート：入力および出力

• サブインターフェイス
• EVC

設定作業
ポリシングを指定して QoS トラフィック ポリシーを作成するには、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードから次のコマンドを使用します。

（注）

次に示すように QoS トラフィック ポリシーを作成する場合は、ステップ 3 ～ 7 に示すコマンドのいず
れかをポリシーごとに実行できます。ステップ 4、5、6、7 のいずれかを実行できます。ステップ 3 ～
7 を同一ポリシーで実行しないでください。

コマンド

目的

ステップ 1

Router(config)# mls QoS

インターフェイスでの QoS 機能をイネーブルにします。

ステップ 2

Router(config)# policy-map
policy-map-name

トラフィック ポリシーを作成または変更し、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-name：設定するトラフィック ポリシー
の名前を指定します。40 字以内の英数字を使用でき
ます。
ステップ 3

Router (config-pmap)# class
{class-name | class-default}

このポリシーを適用するトラフィック クラスの名前を指
定し、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション
モードを開始します。

• class-name：設定済みのユーザ定義クラス名にポリ
シーを適用することを指定します。

• class-default：デフォルトのトラフィック クラスに
ポリシーを適用することを指定します。
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コマンド
ステップ 4

目的

Router(config-pmap-c)# police bps
トークン バケット アルゴリズムを使用してトラフィック
[burst-normal] [burst-max]
クラスが使用できる最大帯域幅を指定します。
conform-action action exceed-action
• bps：平均速度をビット / 秒で指定します。有効値
action violate-action action
は、128000 ～ 1 GB または 10 GB です。
• burst-normal：（任意）標準バースト サイズをバイト
数で指定します。有効値は、1000 ～ 51200000 で
す。デフォルトの標準バースト サイズは 1500 バイ
トです。

• burst-max：（任意）超過バースト サイズをバイト数
で指定します。有効値は、1000 ～ 51200000 です。
• action：対応する適合、超過、または違反トラ
フィックに適用するアクションを表すポリシング コ
マンド（表 3-3 に記載）を指定します。
または

Router(config-pmap-c)# police {cir
認定情報レート（CIR）および最大情報レート（PIR）
cir} [bc conform-burst] {pir pir} [be 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
peak-burst] [conform-action action
定します。
[exceed-action action [violate-action
• cir cir：最初のトークン バケットが更新される CIR
action]]]
をビット / 秒の値として指定します。有効値は 8000
～ 200000000 です。
• bc conform-burst：（任意）最初のトークン バケット
がポリシングに使用する適合バースト（bc）サイズ
をバイト数で指定します。有効値は 1000 ～
31,250,000 です。
• pir pir：2 番めのトークン バケットが更新される
PIR をビット / 秒の値として指定します。有効値は
8000 ～ 200000000 です。
（任意）2 番めのトークン バケットが
• be peak-burst：
ポリシングに使用するピーク バースト（be）サイズ
をバイト数で指定します。このサイズは、使用中の
インターフェイスやプラットフォームによって異な
ります。

• action：（任意）対応する適合、超過、または違反ト
ラフィックに適用するアクションを表すポリシング
コマンド（表 3-3 に記載）を指定します。
または
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コマンド

目的

Router(config-pmap-c)# police flow マイクロフロー ポリサーを設定します。
{bits-per-second [normal-burst-bytes]
• bits-per-second：CIR をビット / 秒で指定します。有
[maximum-burst-bytes] [pir
効値は、32,000 ～ 4,000,000,000 ビット / 秒です。
peak-rate-bps]} | [conform-action
• normal-burst-bytes：（任意）CIR トークン バケット
action] [exceed-action action]
サイズを指定します。有効値は、1000 ～
[violate-action action]
31,250,000 バイトです。
• maximum-burst-bytes：（任意）PIR トークン バケッ
ト サイズを指定します。有効値は、1000 ～
31,250,000 バイトです。
• pir peak-rate-bps：（任意）PIR をビット / 秒で指定
します。有効値は、32,000 ～ 4,000,000,000 ビット /
秒です。

• action：対応する適合、超過、または違反トラ
フィックに適用するアクションを表すポリシング コ
マンド（表 3-3 に記載）を指定します。
または

Router(config-pmap-c)# police flow
mask {dest-only | full-flow |
src-only} {bits-per-second
[normal-burst-bytes]
[maximum-burst-bytes]}
[conform-action action]
[exceed-action action]

ポリシングに使用するフロー マスクを設定します。

• dest-only：宛先だけのフロー マスクを指定します。
• full-flow：フルフロー マスクを指定します。
• src-only：送信元だけのフロー マスクを指定します。
• bits-per-second：CIR をビット / 秒で指定します。有
効値は、32,000 ～ 4,000,000,000 ビット / 秒です。
• normal-burst-bytes：（任意）CIR トークン バケット
サイズを指定します。有効値は、1000 ～
31,250,000 バイトです。
• maximum-burst-bytes：（任意）PIR トークン バケッ
ト サイズを指定します。有効値は、1000 ～
31,250,000 バイトです。
• action：対応する適合または超過トラフィックに適
用するアクションを表すポリシング コマンド
（表 3-3 に記載）を指定します。
これらのコマンドの詳細については、次の URL にある
『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration
Guide』12.2SR を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2
SR/configuration/guide/swcg.html
または

Router(config-pmap-c)# police
aggregate name

定義済みの集約ポリサー名を指定し、指定した集約ポリ
サーの name を使用するようにポリシーマップ クラスを
設定します。
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例
次の例は、平均レートが 8000 ビット / 秒、通常バースト サイズが 128,000 バイト、超過バースト サイ
ズが 4000 バイトであるトラフィック ポリシング設定を示しています。
Router(config)# class-map acgroup2
Router(config-cmap)# match access-group 2
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map police
Router(config-pmap)# class acgroup2
police cir 128000 pir 10000000 conform-action transmit exceed-action set-cos-transmit 4
violate-action drop
drop set-cos-transmit 4 violate-action drop
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface gigethernet 1/0/0
Router(config-if)# service-policy input police

この例では、EVC マイクロフロー ポリサーごとに 1 レート 2 カラーを含むポリシーを示しており、
マーキング操作を含んでいます。
Router(config)# policy-map
Router(config-pmap)# class
Router(config-pmap-c)# set
Router(config-pmap)# class
Router(config-pmap-c)# set

child
cos1
cos 5
class-default
cos 6

Router(config)# mls QoS
Router(config)# policy-map efppolicy
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# police cir 200000000 bc 6250000 conform-action transmit
exceed-action drop
Router(config-if)# service-policy child

検証
ポリシングを検証するには、次のコマンドを使用します。

コマンド

目的

Router# show policy-map

すべての設定済みポリシーマップを表示します。

Router# show policy-map policy-map-name

ユーザが指定したポリシーマップを表示します。

Router# show policy-map interface

インターフェイスに結合しているすべての入力ポリシー
および出力ポリシーの統計と設定を表示します。

次の例は、show policy-map interface コマンドを EXEC モードで使用してポリシング統計を表示する
方法を示しています。
sh policy-map int gig 4/0/5
GigabitEthernet4/0/5
Service-policy output: example
Counters last updated 00:00:00 ago
queue stats for all priority classes:
Queueing
queue limit 66 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/121416/0
(pkts output/bytes output) 428079/640406145
Class-map: prec1 (match-all)
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497836 packets, 744762656 bytes
5 minute offered rate 18806000 bps, drop rate 828000 bps
Match: ip precedence 1
police:
cir 3000000 bps, bc 93750 bytes
conformed 324764 packets, 485846905 bytes; actions: transmit
exceeded 121416 packets, 181636879 bytes; actions: drop
conformed 12256000 bps, exceed 842000 bps
Priority: Strict, b/w exceed drops: 121416
Class-map: class-default (match-any)
1761338 packets, 1138941205 bytes
5 minute offered rate 27792000 bps, drop rate 26713000 bps
Match: any
Queueing
queue limit 66 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 70/824757/0
(pkts output/bytes output) 300574/420798000
shape (average) cir 2000000, bc 8000, be 8000
target shape rate 2000000

show policy-map interface コマンドを使用してポリシング統計を表示する別の例を次に示します。こ
の場合、統計は EVC マイクロフロー ポリサーごとに 1 レート 2 カラーです。
TenGigabitEthernet4/0/0: EFP 1
Service-policy input: policesmall
Counters last updated 00:00:00 ago
Class-map: class-default (match-any)
12353351 packets, 3627868092 bytes
5 minute offered rate 671206 bps, drop rate 543206 bps
Match: any
police:
cir 128000 bps, bc 4000 bytes
conformed 2096904 packets, 130008048 bytes; actions: transmit
exceeded 10256447 packets, 134308720 bytes; actions: drop
conformed 127000 bps, exceed 543206 bps

インターフェイスへの QoS トラフィック ポリシーの結合
トラフィック クラスでトラフィック ポリシーをイネーブルにするには、インターフェイス上でトラ
フィック ポリシーを設定しておく必要があります。トラフィック ポリシーは、イーサネット サブイン
ターフェイス、メインインターフェイス、サービス インスタンスにも結合できます。
トラフィック ポリシーは、インターフェイス（入力）に着信するトラフィックおよびそのインター
フェイス（出力）から送信されるトラフィックに適用できます。

入力インターフェイスへの QoS トラフィック ポリシーの結合
入力インターフェイスにトラフィック ポリシーを結合すると、そのインターフェイスに着信したトラ

tィックにポリシーが適用されます。入力インターフェイスにトラフィック ポリシーを結合するには、
インターフェイス コンフィギュレーション モードから次のコマンドを使用します。
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コマンド

目的

Router(config-if)# service-policy input
policy-map-name

インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを
結合します。

• policy-map-name：設定するトラフィック ポリシー
の名前を指定します。

出力インターフェイスへの QoS トラフィック ポリシーの結合
出力インターフェイスにトラフィック ポリシーを結合すると、そのインターフェイスから送信される
トラフィックにポリシーが適用されます。出力インターフェイスにトラフィック ポリシーを結合する
には、インターフェイス コンフィギュレーション モードから次のコマンドを使用します。

コマンド

目的

Router(config-if)# service-policy output
policy-map-name

インターフェイスの出力方向にトラフィック ポリシーを
結合します。

• policy-map-name：設定するトラフィック ポリシー
の名前を指定します。

マーキングの設定
トラフィック クラスの作成後、トラフィック ポリシーを設定することによって、これらのクラスで選
択されたトラフィックに特定のアクションを適用するように、マーキング機能を設定できます。
通常、パケット マークは識別用です。パケットがマーキングされたあと、ダウンストリーム デバイス
はマーキングに基づいてトラフィックを識別し、ネットワーク要求に従ってトラフィックを分類しま
す。この分類が発生するのは、マークを基準としてパケットを識別するようにトラフィック クラス内
の match コマンド（match ip precedence、match ip dscp、match cos など）が設定されている場合
です。その後、このトラフィック クラスを使用するトラフィック ポリシーによって、マーキング済み
トラフィックに適した QoS 機能が設定されます。
場合によっては、識別以外の目的にマーキングを使用できます。たとえば、分散 WRED では IP
precedence、CoS、IP DSCP、または MPLS EXP 値を使用して、パケットを検出したり、ドロップし
たりできます。

制約事項および使用上のガイドライン
ES20 ラインカードにおいてクラスベース マーキングを設定する場合は、次の制約事項および使用上の
ガイドラインに従ってください。
• 入力パケット マーキングは、メインインターフェイス、サブインターフェイス、サービス インス
タンスでサポートされます。パケット マーキングおよびキューイング処理を同じトラフィック ポ
リシーで設定できます。

• 入力サービス ポリシーで、クラスベース マーキングとポリシング アクションの一部としてのマー
キングの両方を設定した場合、ポリシングを使用するマーキングがクラスベース マーキングより
も優先されます。

• 7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のスケーラブル EoMPLS では、着信 VLAN
dot1q p-bits を発信 MPLS EXP ビットにマッピングできます。外部タグ dot1q pbits マッピングだ
けがサポートされます。
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• 7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のスケーラブル EoMPLS では、着信 MPLS EXP
ビットを発信 VLAN dot1q p-bits にマッピングできます。
• 入力マーキングの場合、7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のイーサネットによるマ
ルチポイント ブリッジングでは、set cos コマンドおよび set cos inner コマンドだけがサポートさ
れます。

• 親レベルでは設定操作が許可されません。
• 2 つまでマーキングの組み合わせが可能ですが、レイヤ 2 マーキングをレイヤ 3 マーキング操作と
組み合わせることはできないという例外があります。

• メインインターフェイスおよびサブインターフェイスで入力マーキングの no mls qos trust 値を設
定する必要があります。
表 3-5 に、Cisco 7600 シリーズ ルータ上で ES20 ラインカード向けにサポートされる QoS クラスベー
ス マーキング機能の情報を示します。
表 3-5

QoS クラスベース マーキング機能のサポート

マーキング機能（set コマンド）

入力

出力

ES20 ラインカード

ATM CLP ビットの設定

—

—

サポートされていません。

—

—

サポートされていません。

—

—

サポートされていません。

（set atm-clp コマンド：1 の値で ATM
CLP ビットをマーキング）
廃棄クラスの設定
（set discard-class コマンド：ホップ単
位の動作に対応する廃棄クラス値を使
用してパケットをマーキング）
フレームリレー DE ビットの設定
（set fr-de コマンド：1 の値でフレーム
リレー DE ビットをマーキング）

IP DSCP の設定

• サブインター

（set ip dscp コマンド：0 ～ 63 の値を使
用して、Type of Service [ToS; タイプ
•
オブ サービス ] バイトで IP DiffServ
コード ポイント [DSCP] をマーキング）

IP precedence の設定
（set ip precedence コマンド：0 ～ 7 の
値を使用して、IP ヘッダーの
precedence 値をマーキング）
レイヤ 2 802.1Q CoS の設定
（set cos コマンド：802.1Q タグ付きフ
レームで 0 ～ 7 の CoS 値をマーキング）

フェイス

• サブインター

メインインター
フェイス

• メインインター

• スイッチポート

• スイッチポート

• サブインター

• サブインター

フェイス

• メインインター
フェイス

フェイス

入力および出力でサポート

フェイス

• メインインター
フェイス

• スイッチポート

• スイッチポート

• EVC インター

• サブインター

フェイス

入力および出力でサポート

フェイス

フェイス

• EVC インター
フェイス

• 出力でサブインターフェイスを
サポート

• 入力および出力で EVC をサ
ポート

• スイッチポート
• EVC

レイヤ 2 802.1Q CoS の設定
（set cos-inner コマンド：ブリッジド フ
レームで 0 ～ 7 の内部 CoS フィールド
をマーキング）

• サブインター
フェイス

• EVC インター
フェイス

• 出力でサブインターフェイスを
サポート

• 入力および出力で EVC をサ
ポート
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表 3-5

QoS クラスベース マーキング機能のサポート （続き）

マーキング機能（set コマンド）
レイヤ 2 802.1Q CoS の設定

入力

• EVC

ES20 ラインカード

出力

• サブインター
フェイス

（set cos-inner cos コマンド：外部 CoS
を内部 CoS にコピー）

• EVC インター
フェイス

レイヤ 2 802.1Q CoS の設定

• EVC

• サブインター
フェイス

（set cos cos-inner コマンド）

• EVC インター
フェイス
ラベル インポジションでの MPLS
Experimental（EXP）ビットの設定
（set mpls experimental imposition コ
マンド）

• 出力でサブインターフェイスを
サポート

• 入力および出力で EVC をサ
ポート

• 出力でサブインターフェイスを
サポート

• 入力方向および出力方向で
EVC をサポート

サポートされてい
ません。

スケーラブル EoMPLS サービス イ
ンスタンスの入力でサポート

• スイッチポート
—

—

サポートされていません。

—

—

サポートされていません。

• メインインター
フェイス

• サブインター
フェイス

• EVC インター
フェイス

MPLS EXP topmost の設定
（set mpls experimental topmost コマ
ンド）

QoS グループの設定
（set QoS-group コマンド：QoS グルー
プ アソシエーションでパケットをマー
キング）

設定作業
クラスベース マーキングを指定して QoS トラフィック ポリシーを設定する場合は、グローバル コン
フィギュレーション モードから次のコマンドを使用します。

ステップ 1

コマンド

目的

Router(config)# policy-map
policy-map-name

トラフィック ポリシーを作成または変更し、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-name：設定するトラフィック ポリシー
の名前を指定します。40 字以内の英数字を使用でき
ます。
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ステップ 2

コマンド

目的

Router (config-pmap)# class
{class-name | class-default}

このポリシーを適用するトラフィック クラスの名前を指
定し、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション
モードを開始します。

• class-name：設定済みのユーザ定義クラス名にポリ
シーを適用することを指定します。

• class-default：デフォルトのトラフィック クラスに
ポリシーを適用することを指定します。
ステップ 3

Router(config-pmap-c)# set type

トラフィックに適用するマーキング アクションを指定し
ます。type は、表 3-5 に示されている ES20 ラインカー
ドがサポートする set コマンドの形式の 1 つです。

例
次の例は、policy1 というサービス ポリシーの作成を示しています。このサービス ポリシーは、class
コマンドの使用により、以前定義した分類ポリシーに関連付けられます。この例では、class1 という分
類ポリシーが設定されていることを前提とします。
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# set ip precedence 1

検証
マーキングを検証するには、次のコマンドを使用します。

コマンド

目的

Router# show policy-map

すべての設定済みポリシーマップを表示します。

Router# show policy-map policy-map-name

ユーザが指定したポリシーマップを表示します。

Router# show policy-map interface

インターフェイスに結合しているすべての入力ポリシー
および出力ポリシーの統計と設定を表示します。

クラスベース マーキング機能の設定の詳細については、次の URL にある『Class-Based Marking』を
参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121t/121t5/cbpmark2.htm

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカード コンフィギュレーション ガイド
OL-11907-06-J

3-27

第3章

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードにおける QoS の設定

EVCS QoS サポート

シェーピングの設定
ここでは、トラフィックをシェーピングする QoS トラフィック ポリシーの設定について説明します。

制約事項および使用上のガイドライン
ES20 ラインカードにおいてキューイング機能を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイド
ラインに従ってください。
• Cisco 7600 シリーズ ルータは、さまざまな形式のキューイング機能をサポートします。ES20 ライ
ンカード タイプ別にサポートされるトラフィック シェーピング機能については、表 3-6 を参照し
てください。

• CBWFQ を使用して最小帯域幅保証を達成する場合は、階層型ポリシーを使用します。最初に親ポ
リシーを設定し、必要な合計帯域幅にシェーピングします。次に、最小帯域幅割合について、
CBWFQ を使用して子ポリシーを定義します。

• トラフィック シェーピングは、CIR と Excess Information Rate（EIR; 超過情報レート）の合計が
整形レートであるというような、CIR と EIR 値を含むキューです。平均によるトラフィック
シェーピングでは、設定されたシェーピング レートにおいて平均周期でキューからのトラフィッ
クのフローを切り取ります。
輻輳管理機能の設定の詳細については、ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースに対応する『Cisco
IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』を参照してください。
表 3-6 に、Cisco 7600 シリーズ ルータ上で ES20 ラインカード向けにサポートされる QoS トラフィッ
ク シェーピング機能の情報を示します。
表 3-6

QoS トラフィック シェーピング機能のサポート

トラフィック シェーピング機能（コマンド）

ES20 ラインカード

フレームリレーのアダプティブ シェーピング

サポートされていません。

（shape adaptive コマンド）
クラスベース シェーピング

出力だけで shape average をサポート

（shape average、shape peak コマンド）

Backward Explicit Congestion Notification
サポートされていません。
（BECN; 逆方向明示的輻輳通知）に適応するポリ
シーマップ クラス シェーピング
（shape adaptive コマンド）

Forward Explicit Congestion Notification
サポートされていません。
（FECN; 順方向明示的輻輳通知）の反転を BECN
として使用するポリシーマップ クラス シェーピ
ング
（shape fecn-adapt コマンド）
帯域幅割合に基づいたトラフィックのピーク速度
に関するポリシーマップ クラス シェーピング

サポートされていません。

（shape peak percent コマンド）
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設定作業
トラフィック シェーピングを設定するには、MQC を使用します。class-map コマンドを使用してクラ
スマップを作成し、policy-map コマンドを使用してポリシーマップを作成します。class コマンドを使
用してポリシーにクラスを結合し、shape コマンドを使用してそのクラスのシェーピングを設定します。
コマンド

目的

ステップ 1

Router(config)# class-map
[match-all | match-any] class-name

クラスとパケットの照合に使用されるクラスマップを作
成します。

ステップ 2

Router(config-cmap)# match [ip dscp 指定 IP DSCP、IP precedence、MPLS EXP のうちいず
ip-dscp-value | ip precedence
れかの値を一致基準として指定します。
ip-precedence-value | mpls
experimental mpls-exp-value]

ステップ 3

Router(config)#policy-map
policy-name

設定するポリシーマップの名前を指定します。

ステップ 4

Router(config-pmap)# class
class-name

サービス ポリシーに組み込まれている定義済みクラスの
名前を指定します。

ステップ 5

Router(config-pmap-c)# shape

トラフィック シェーピング機能に新しい値を指定しま
す。最大値は、128000 ～ 1 GB または 10 GB です。

[average] mean-rate
[[burst-size]
[excess-burst-size]]

例
次の例は、メインインターフェイスでのトラフィック シェーピングを示しています。インターフェイ
ス pos1/0/0 から出力されるトラフィックは、10 Mbps のレートでシェーピングされます。
Router(config)# class-map class-interface-all
Router(config-cmap)# match ip precedence 1
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map dts-interface-all-action
Router(config-pmap)# class class-interface-all
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config)# interface gig 1/0/0
Router(config-if)# service-policy output dts-interface-all-action

クラスで定義されている CoS 値キューイングでマッチングする、スイッチポート インターフェイスに
おける出力シェーピング ポリシーの例を次に示します。
Router(config)# policy-map switchport-cos-policy
Router(config-pmap)# class cos1
Router(config-pmap-c)# shape ave 100000000

ポリシーは、メイン スイッチポートの出力方向で適用されます。
Router(config)# interface TenGigabitEthernet9/0/0
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport access vlan 2000
Router(config-if)# switchport mode access
Router(config-if)# mls QoS trust cos
Router(config-if)# service-policy output switchport-cos-policy
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次の例では、フラット ポリシーマップがサブインターフェイスへの出力方向で適用されます。
Router(config)# policy-map x
Router(config-pmap)# class prec5
Router(config-pmap-c)# police 100000000
Router(config-pmap-c)# priority
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 100000000

次の例では、次のポリシーマップがサブインターフェイスへの出力方向で適用されます。
Router(config)# policy-map child2
Router(config-pmap)# class prec5
Router(config-pmap-c)# shape average 100000000
Router(config)# policy-map pcd
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 300000000
Router(config-if)# service-policy child2

検証
トラフィック シェーピングを検証するには、次のコマンドを使用します。

コマンド

目的

Router# show policy policy-name

指定トラフィック ポリシーを構成するすべてのク
ラスの設定を表示します。

Router# show policy policy-name class class-name

指定トラフィック ポリシーの指定クラスの設定を
表示します。

ES20 メインインターフェイスにおけるシェーピングの設定
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 service-policy コマンドを使用すると、トラ
フィック ポリシーを QoS ポリシー内でネストできます。ネストされたトラフィック ポリシーを含むト
ラフィック ポリシーは、階層型トラフィック ポリシーと呼ばれます。
階層型トラフィック ポリシーには、子ポリシーと親ポリシーがあります。service-policy コマンドに
よって、定義済みの子ポリシーは新しいトラフィック ポリシーに関連付けられ、親ポリシーは既存の
トラフィック ポリシーを使用します。
階層型トラフィック ポリシーは、サブインターフェイス、EVC、および EVC ポート チャネルでサポー
トされます。階層型トラフィック ポリシーを使用すると、1 つのトラフィック ポリシー（子ポリシーと
親ポリシー）を使用してトラフィックのシェーピングおよびプライオリティ設定を実行できます。
この機能を使用して、子ポリシーマップが親ポリシーマップの class-default に結合された ES20 メイン
インターフェイスで HQoS を設定できます。階層型シェーピングの詳細については、「階層型ポリシー
マップを使用する階層型 QoS の設定」（P.3-44）を参照してください。
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トラフィック シェーピングについて
トラフィック シェーピングは、次のことを実行します。

• インターフェイスの発信トラフィックを制御して、リモート ターゲット インターフェイスの速度
にフローを合わせます。

• 使用可能な帯域幅へのアクセスを管理します。
• トラフィック フローを調整して、輻輳を回避します。
• 指定されているポリシーにトラフィックを準拠させます。
• トラフィックをシェーピングして、データとレートが一致しないトポロジのボトルネックを解消し
ます。

Cisco IOS QoS は、ポリシングおよびシェーピングを使用してデータ トラフィックを調整します。
Committed Access Rate（CAR; 専用アクセス レート）およびトラフィック ポリシング機能のレート制
限機能はトラフィックをポリシングする機能であり、Generic Traffic Shaping（GTS; ジェネリック ト
ラフィック シェーピング）、クラスベース シェーピング、Distributed Traffic Shaping（DTS; 分散トラ
フィック シェーピング）の機能はトラフィックをシェーピングする機能です。
シェーピングの詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Configuration』ガイドの「子クラスに
シェーピングが設定された HQoS ポリシー」を参照してください。

Cisco IOS QoS ソフトウェアは、GTS およびクラスベースという 2 つのタイプのトラフィック シェー
ピングを使用します。
これらの特徴は次のとおりです。

• さまざまな CLI を使用する同様のトラフィック シェーピング方法
• 遅延トラフィックを格納してシェーピングを行うさまざまなタイプのキュー
• 遅延パケットの遅延トラフィックを保持する均等化キュー

制約事項および使用上のガイドライン
ES20 メインインターフェイスでシェーピングを設定するときは、次の制約事項および使用上のガイド
ラインに従います。
• 子ポリシーが class-default に追加される場合、親レベルに他のクラスは存在できません。
• メインインターフェイスでサービス ポリシーを適用する場合、EVC またはサブインターフェイス
がメインインターフェイス内に設定されないようにします。

反例
次の反例では、親ポリシーマップに、ユーザ定義クラス prec1 および子ポリシーが結合されたクラス
class-default があります。
次の例に基づいて、この機能では次のようなポリシーはサポートされません。

• 親レベルにユーザ定義クラスがある。
• 子ポリシーが結合されたクラス デフォルトがある。
Policy-map parent
Class prec1
Shape average 10000000
Class class-default
Shape average 100000000
Service-policy child
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Policy-map child
Class prec0
Shape average 50000000
Class class-default
Shape average 50000000

この機能では次のシナリオはサポートされませんが、次の例のポリシーを適用できます。
Policy-map parent
Class vlan12 (matches on Vlan 12)
Shape average 10000000
Class class-default
Shape average 20000000
Service-policy child
policy-map child
class cos0
shape average 5000000
class cos1
shape average 5000000
class class-default
shape average 20000000

子ポリシーの設定
手順概要

1. enable
2. configure terminal
3. policy-map policy name
4. class class-default
5. class class name
6. shape [average] mean-rate
7. class class-default
8. shape [average] mean-rate
9. exit
詳細手順

ステップ 1

コマンド

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。
例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンド

目的

policy-map policy name

ポリシー名を入力して子ポリシーを設定し、インター
フェイスで Multilayer Switching（MLS; マルチレイヤ
スイッチング）QoS 機能をイネーブルにします。

例：
P19_C7609-S(config)# policy-map
child

ステップ 4

class class default

クラス デフォルト値をポリシーマップに適用します。

例：
P19_C7609-S(config)#(config-pmap-c
)
class class default

ステップ 5

class class name

クラスマップを子ポリシーマップに結合します。

例：
P19_C7609-S(config-pmap)# class
test

ステップ 6

shape [average] mean-rate

子ポリシーマップの平均シェーピング レートをビット
/ 秒で設定します。

例：
P19_C7609-S(config-pmap-c)# shape
average 50000000

ステップ 7

class class-default

例：

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（通常は
class-default クラス）を指定します。

P19_C7609-S(config-pmap-c)# class
class-default

ステップ 8

shape [average] mean-rate

子ポリシーマップの平均シェーピング レートをビット
/ 秒で設定します。

例：
P19_C7609-S(config-pmap-c)# shape
average 50000000

ステップ 9

exit

終了して、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
Router (config-if)#

親ポリシーの設定
手順概要

1. enable
2. configure terminal
3. policy-map policy name
4. class class-default
5. shape [average] mean-rate
6. service-policy policy-map name
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7. interface type value
8. service-policy [output class-default]
9. exit
詳細手順

ステップ 1

コマンド

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。
例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

policy-map policy-map

指定した名前で親ポリシーマップを作成します。

例：
P19_C7609-S(config-pmap-c)#
policy-map parent

ステップ 4

class class-default

例：

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（通常は
class-default クラス）を指定します。

P19_C7609-S(config-pmap)# class
class-default

ステップ 5

shape [average] mean-rate

平均シェーピング値をビット / 秒で設定し、特定の帯
域幅を指定します。

例：
P19_C7609-S(config-pmap-c)# shape
average 100000000

ステップ 6

service- policy policy-map name

階層型子ポリシーを設定します。

例：
P19_C7609-S(config-pmap-c)#
service-policy child

ステップ 7

interface type value
例：
Router (config)# interface gig2/0/0

サービス ポリシーを結合するインターフェイスを識別
します。value の形式はスロット / サブスロット / ポー
トであり、コマンドを実行するときに type と value の
間にスペースを入れません。
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ステップ 8

コマンド

目的

service-policy [output
class-default]

設定された親ポリシーマップをイーサネット インター
フェイスに結合します。

例：
Router(config-if)# service-policy
output parent

ステップ 9

exit

終了して、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

例：
Router (config-if)#

検証

show run コマンドを実行して、インターフェイスに結合されたポリシーマップを表示できます。次の
例では、子ポリシーによってトラフィックは分類およびプライオリティ設定され、親ポリシーによって
トラフィックはシェーピングされます。
USA# show policy-map int gig 1/0/0
GigabitEthernet1/0/0
Service-policy output: parent
Counters last updated 00:00:00 ago
Class-map: class-default (match-any)
2 packets, 164 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
Queueing
queue limit 3315 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 2/164
shape (average) cir 100000000, bc 400000, be 400000
target shape rate 100000000
Service-policy : child
Counters last updated 00:00:00 ago
Class-map: prec0 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: ip precedence 0
Queueing
queue limit 1655 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 0/0
shape (average) cir 50000000, bc 200000, be 200000
target shape rate 50000000
Class-map: class-default (match-any)
2 packets, 164 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
Queueing
queue limit 1655 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 2/164
shape (average) cir 50000000, bc 200000, be 200000
target shape rate 50000000
end
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QoS キュー スケジューリングの設定
ここでは、QoS キュー スケジューリングを設定する場合の ES20 ラインカード固有の情報について説
明します。

制約事項および使用上のガイドライン
ES20 ラインカードにおいてキューイング機能を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイド
ラインに従ってください。
• Cisco 7600 シリーズ ルータは、さまざまな形式のキューイング機能をサポートします。ES20 ライ
ンカード タイプ別にサポートされるキューイング機能については、表 3-7 を参照してください。
• プライオリティ キューイングを指定してポリシングを使用し、トラフィック レートを制限する必
要があります。

• ES20 ラインカードでは、プライオリティが等しいポリシーマップごとに LLQ キューが 2 つまで
サポートされます。

• ラインカードで超過エラーを受信した場合は、エラーのポートからポリシーマップをすべて削除す
ることを推奨します。

• ポート帯域幅の 99% を使用するようにポリシーマップを設定します。ポート帯域幅の 1% は制御
パケット用に予約されているため、ポート帯域幅の 100% を使用するように設定すると、ポリシー
マップ機能でエラーが発生します。

• ベイごとに最大 8000 のキューがサポートされます。
• ポートごとの超過情報レート（EIR）制限の最大許容限度は 549 GB です。
輻輳管理機能の設定の詳細については、ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースに対応する『Cisco
IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』を参照してください。
表 3-7 に、Cisco 7600 シリーズ ルータ上で ES20 ラインカード向けにサポートされる QoS キューイン
グ機能の情報を示します。
表 3-7

QoS 輻輳管理機能および QoS 輻輳回避機能のサポート

輻輳管理および回避機能（コマンド）

ES20 ラインカード

集約重み付けランダム早期検出（WRED）

出力がサポートされます。

（random-detect aggregate、random-detect dscp
[aggregate]、および random-detect precedence
[aggregate] コマンド）
重み付けランダム早期検出（WRED）

サポートされていません。

クラスベース WFQ（CBWFQ）

出力がサポートされます。

（bandwidth 、queue-limit コマンド）
フローベース キューイング（均等化キューイング
/WFQ）

サポートされていません。

（fair-queue コマンド）
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表 3-7

QoS 輻輳管理機能および QoS 輻輳回避機能のサポート （続き）

輻輳管理および回避機能（コマンド）

ES20 ラインカード

低遅延キューイング（LLQ）/ プライオリティ
キューイング

出力がサポートされます。

（police コマンドと組み合わせた priority コマンド）

Random Early Detection（RED; ランダム早期検出） サポートされていません。
（random-detect コマンド）

WRED の設定

（注）

ベイごとに、クラスマップが 1 つの最大 4 つのランダム検出文と、合計で 128 個の WRED 文を使用で
きます。

QoS WRED ポリシーを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードから次のコマンドを
使用します。
コマンド

目的

ステップ 1

Router(config)# policy-map
policy-name

設定するポリシーマップの名前を指定します。

ステップ 2

Router(config-pmap)# class
class-name

サービス ポリシーに組み込まれている定義済みクラスの
名前を指定します。

ステップ 3

Router(config-pmap-c)# shape
average

指定クラスの指定ビット レートにトラフィックをシェー
ピングします。

ステップ 4

Router(config-pmap-c)#
random-detect aggregate

WRED をイネーブルにします。

ステップ 5

Router(config)# interface
interface-name

ポリシーマップを適用するインターフェイスを指定します。

ステップ 6

Router(config-if)# service-policy
[output policy-name]

指定されたポリシーマップをインターフェイスに結合し
ます。

（注）

WRED 指数重み定数値は、サポート対象のラインカードに固有です。sh policymap int コマンドを実
行すると、この値はラインカードから直接取得されます。show policymap <policymap_name> 出力で
はなく sh policymap int 出力を使用します。これは、show policymap <policymap_name> では、すべ
てのラインカードに共通のポリシーマップ値が表示されるためです。
WRED 設定の例を次に示します。
Router(config)# policy-map wredtest
Router(config-pmap)# class cos5
Router(config-pmap-c)# shape average
Router(config-pmap-c)# random-detect
Router(config-pmap-c)# random-detect
Router(config-pmap-c)# random-detect
Router(config-pmap-c)# random-detect

200000000
precedence-based aggregate
precedence values 0 min 100 max 200 mark-prob 1
precedence values 1 min 300 max 500 mark-prob 1
precedence values 2 min 600 max 900 mark-prob 1
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デフォルト行を次のように設定することもできます。
Router(config-pmap-c)# random-detect precedence-based aggregate min 200 max 300 mark-prob 1

前のコマンドの最小および最大しきい値は、256 バイトのパケット バッファの数を示します。

（注）

256 バイトよりも大きいパケットまたはデータグラムまたはフレームは、さらに多くのパケット バッ
ファを消費します。

（注）

EVC では、precedence が設定された WRED が使用される場合、CoS 値は precedence 値にマッピング
されます。

CBWFQ の設定
QoS CBWFQ ポリシーを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードから次のコマンド
を使用します。

ステップ 1

コマンド

目的

Router(config)# policy-map
policy-map-name

トラフィック ポリシーを作成または変更し、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-name：設定するトラフィック ポリシー
の名前を指定します。40 字以内の英数字を使用でき
ます。
ステップ 2

Router (config-pmap)# class
{class-name | class-default}

このポリシーを適用するトラフィック クラスの名前を指
定し、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション
モードを開始します。

• class-name：設定済みのユーザ定義クラス名にポリ
シーを適用することを指定します。

• class-default：デフォルトのトラフィック クラスに
ポリシーを適用することを指定します。
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コマンド

目的

ステップ 3

Router(config-pmap-c)# bandwidth
{bandwidth-kbps | percent percent}

クラスに割り当てる帯域幅容量（kbps）または使用可能
な帯域幅の割合を指定します。レイヤ 2 のオーバーヘッ
ドにも対応できるだけの帯域幅容量を設定する必要があ
ります。

ステップ 4

Router(config-pmap-c)# queue-limit クラス用としてキューに格納できる 256 バイト パケット
number-of-packets
の最大数を指定します。
（注）

256 バイトよりも大きいパケットまたはデータグ
ラムまたはフレームは、さらに多くのパケット
バッファを消費します。たとえば、サイズが 500
バイトのパケットは 2 つのパケット バッファを
占有します。

（注）

ベイごとに 128 個を超える queue- limit コマン
ドを使用することはできません。

（注）

シェーピング キューおよびプライオリティ
キューで queue-limit コマンドを使用できます。

（注）

キューイング処理で設定されている帯域幅レート
に調整された、デフォルトのキュー制限を使用す
ることを推奨します。デフォルトに満足できない
場合は、この手順を実行します。

例
次の例は、トラフィック クラス 1 および 2 に割り当てる帯域幅の容量を指定する、policy1 というサー
ビス ポリシーを示しています。
Router(config)# class-map class1
Router(config-cmap)# match ip dscp 30
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map class2
Router(config-cmap)# match ip dscp 10

Router(config-cmap)# exit

Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# bandwidth 30000
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# class class2
Router(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit

Router(config)#

Router(config)# interface gig 1/0/0
Router(config-if)# service-policy output policy1
Router(config-if)# exit

CBWFQ を検証するには、次のコマンドを使用します。
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コマンド

目的

Router# show policy-map policy-map

指定ポリシーマップを構成するすべてのクラスの設定を表示
します。

Router# show policy-map policy-map class class-name

指定ポリシーマップの指定クラスの設定を表示します。

Router# show policy-map interface interface-name

指定インターフェイスのすべてのポリシーマップ用に設定さ
れているすべてのクラスの設定を表示します。

LLQ の設定
LLQ を設定するには、MQC を使用します。class-map コマンドでトラフィック クラスを定義し、
priority コマンドを含むポリシーマップを作成して、service-policy コマンドで適切なインターフェイ
スにポリシーを適用します。

2 つの異なるクラスでポリシングを使用して、最大 2 つのプライオリティ キューを設定できます。
LLQ を含むポリシーを設定し、そのポリシーをインターフェイスに割り当てるには、グローバル コン
フィギュレーション モードで次の作業を実行します。
コマンド

目的

ステップ 1

Router(config)# policy-map policy-name

設定するポリシーマップの名前を指定します。

ステップ 2

Router(config-pmap)# class class-map-name

サービス ポリシーに組み込まれている定義済みク
ラスの名前を指定します。

ステップ 3

Router(config-pmap-c)# police bps [burst-normal]
[burst-max] conform-action action exceed-action
action violate-action action

トークン バケット アルゴリズムを使用してトラ
フィック クラスが使用できる最大帯域幅を指定し
ます。

• bps：平均速度をビット / 秒で指定します。有効
値は、128,000 ～ 200000000 です。
• burst-normal：（任意）標準バースト サイズを
バイト数で指定します。有効値は、1000 ～
31,250,000 です。デフォルトの標準バースト
サイズは 1500 バイトです。
• burst-max：（任意）超過バースト サイズをバイ
ト数で指定します。有効値は、1000 ～
31,250,000 です。
• action：対応する適合、超過、または違反トラ
フィックに適用するアクションを表すポリシン
グ コマンド（表 3-3 に記載）を指定します。
ステップ 4

Router(config-pmap-c)# priority

ポリシーマップに属するトラフィック クラスに、
厳密なプライオリティを指定します。

ステップ 5

Router(config)# interface interface-name

ポリシーマップを適用するインターフェイスを指定
します。

ステップ 6

Router(config-if)# service-policy output
policy-name

指定されたポリシーマップをインターフェイスに結
合します。
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例
次の例では、クラスで定義されている CoS 値キューイングでマッチングするスイッチポート インター
フェイスにおける出力 LLQ ポリシーが設定されます。
Router(config)# policy-map switchport-llq-policy
Router(config-pmap)# class cos0
Router(config-pmap-c)# police 500000000
Router(config-pmap-c)# priority

ポリシーをインターフェイスに適用します。
Router(config)# interface TenGigabitEthernet9/0/0
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport access vlan 2000
Router(config-if)# switchport mode access
Router(config-if)# mls QoS trust cos
Router(config-if)# service-policy output switchport-llq-policy

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードにおける
PFC QoS の設定
ES20 ラインカードでは、Cisco 7600 シリーズ ルータのポリシー フィーチャ カード（PFC）によって
サポートされるものと同じ QoS 機能の多くがサポートされます。
ここでは、ES20 ラインカード固有の設定時の注意事項がある QoS 機能について説明します。このマ
ニュアルに記載された ES20 ラインカード固有の注意事項を検討してから、次の URL にある『Cisco
7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide』12.2SR を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SR/configuration/guide/swcg.html

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードにおける
PFC QoS の設定時の注意事項
• 出力ポリシングはサポートされません。
• PFC 出力マーキングはサポートされません。
• 入力マーキングおよびポリシングは PFC QoS によって実行されます。

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカード コンフィギュレーション ガイド
OL-11907-06-J

3-41

第3章

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードにおける QoS の設定

EVCS QoS サポート

階層型 QoS の設定
表 3-8 に、階層型 QoS 機能がサポートされる状況を示します。
表 3-8

階層型 QoS 機能のサポート

機能

サポート対象インターフェイス

EoMPLS VC の階層型 QoS（親ポリ

親ポリシーで match iput vlan コマン
ドを使用して出力だけでサポートされ
ます。

シー）
階層型 QoS：サブインターフェイスで
クラス デフォルトだけを使用する、親
ポリシーの設定された階層型のポリ
シーマップ

ES20 ラインカード

サブインターフェイス
メインインターフェイス

親は、出力方向だけでクラスデフォル
トをサポートします。

階層型 QoS：メインインターフェイス メイン スイッチポート インターフェイ 親は、出力方向だけで一致 VLAN をサ
でユーザ定義一致 VLAN を使用する、 ス
ポートします。階層型クラスデフォル
親ポリシーの設定された階層型のポリ
トはサポートされません。
シーマップ
イーサネット Multipoint Bridging
（MPB）を含む階層型 QoS（サービス
インスタンス）

EVC

親は、class-default コマンド、match
vlan コマンド、match vlan inner コマ
ンドを出力方向でサポートします。

ハイブリッド ポリシーのサポート
ES20 ラインカードでは、次のハイブリッド ポリシーはサポートされません。
LLB#sh policy-map unsupp
Policy Map unsupp
Class voip
Average Rate Traffic Shaping
cir 3000000 (bps)
service-policy child1
Class video
Average Rate Traffic Shaping
cir 2000000 (bps)
service-policy child2
Class class-default
Average Rate Traffic Shaping
cir 5000000 (bps)
service-policy child3
LLB#sh policy-map child1
Policy Map child1
Class prec3
Average Rate Traffic Shaping
cir 1500000 (bps)
Class prec4
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)
LLB#sh policy-map child2
Policy Map child2
Class prec3
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)
Class prec4
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Average Rate Traffic Shaping
cir 1500000 (bps)
LLB#sh policy-map child3
Policy Map child3
Class prec3
Average Rate Traffic Shaping
cir 1500000 (bps)
Class prec4
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)
LLB# sh policy-map unsupp
Policy Map unsupp
Class voip
Average Rate Traffic Shaping
cir 3000000 (bps)
Class video
Average Rate Traffic Shaping
cir 2000000 (bps)
Class class-default
Average Rate Traffic Shaping
cir 5000000 (bps)
service-policy child3
LLB#sh policy-map child3
Policy Map child3
Class prec3
Average Rate Traffic Shaping
cir 1500000 (bps)
Class prec4
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)

次の設定が、メインインターフェイス、スイッチポート、および EVC でサポートされます。
LLB#sh policy-map supp
Policy Map supp
Class voip
Average Rate Traffic Shaping
cir 3000000 (bps)
service-policy child1
Class video
Average Rate Traffic Shaping
cir 2000000 (bps)
service-policy child2
Class class-default
Average Rate Traffic Shaping
cir 5000000 (bps)
LLB#sh policy-map child1
Policy Map child1
Class prec3
Average Rate Traffic Shaping
cir 1500000 (bps)
Class prec4
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)
LLB#sh policy-map child2
Policy Map child2
Class prec3
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)
Class prec4
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Average Rate Traffic Shaping
cir 1500000 (bps)
LLB#sh policy-map child3
Policy Map child3
Class prec3
Average Rate Traffic Shaping
cir 1500000 (bps)
Class prec4
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)

階層型ポリシーマップを使用する階層型 QoS の設定
階層型ポリシーマップを使用する階層型 QoS は、クラスと対応付けられたアクションにキューイング
アクション（シェーピングなど）およびネストされたサービス ポリシー（それ自体がクラスおよびア
クションを伴うポリシーマップ）が含まれる設定です。この QoS ポリシーマップの階層は、さらに、
対応するキューの階層に変換されます。

設定時の注意事項
ES20 ラインカードにおいて階層型ポリシーマップで階層型 QoS を設定する場合は、次の制約事項およ
び使用上のガイドラインに従ってください。
• ポリシーマップ内に最大 2 段階の階層を設定できます。
• 親ポリシーマップは、メイン スイッチポート インターフェイスに関して次の制約事項があります。
– 親クラスでは match vlan コマンド、子クラスでは match cos コマンドがサポートされます。
シェーピング キューイング処理または帯域幅キューイング処理をすべてのクラスで設定でき
ます（ユーザ定義およびクラスデフォルト）。

• ソフトウェアベース EoMPLS 対応の階層型 QoS を設定し、親ポリシーに match input vlan を設
定した場合、子ポリシーに設定できるのは match QoS-group だけです。
• ES20 ラインカードでは、フラット match QoS-group ポリシーはサポートされません。
• 階層型 QoS の場合、親ポリシーでは set コマンドがサポートされません。
• 少なくとも 1 つのキューイング処理がポリシーで設定されている場合、出力方向で set コマンドが
動作します。このキューイング処理は親ポリシーにも存在できますが、子ポリシーにはマーキング
だけが含まれます。

• 子ポリシーマップでは、シェーピング、帯域幅、プライオリティ、設定操作、および WRED QoS
機能がサポートされます。

• サブインターフェイス上の階層型 QoS の場合、親ポリシーマップで階層型 QoS がサポートされる
のは、デフォルト クラス（class-default）だけのキューイング処理として shape average コマンド
だけを使用した場合です。

• 親ポリシーと子ポリシーの両方にシェーピングを設定した場合、トラフィックは先に親ポリシーで
定義されたパラメータに基づいてシェーピングされ、そのあとで子ポリシーのパラメータに基づい
てシェーピングされます。

• マップ クラスで CBWFQ を使用し、最小帯域幅保証を達成する必要がある場合は、階層型ポリ
シーを使用します。最初に親ポリシーを設定し、必要な合計帯域幅にシェーピングします。次に、
最小帯域幅割合について、CBWFQ を使用して子ポリシーを定義します。
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• ES20 ではクラスデフォルト HQoS ポリシーマップがサポートされます。親ポリシーのユーザ定義
クラスマップは、サブインターフェイスではサポートされません。次の例は、サブインターフェイ
スでサポートされないポリシーマップを示しています。
pavement#sh policy-map unsup
Policy Map unsup
Class prec4 *** not supported
Average Rate Traffic Shaping
cir 300000000 (bps)
Class class-default
Average Rate Traffic Shaping
cir 200000000 (bps)
service-policy unsup2
pavement#sh policy-map unsup2
Policy Map unsup2
Class prec2
Average Rate Traffic Shaping
cir 50000000 (bps)
Class prec3
Average Rate Traffic Shaping
cir 100000000 (bps)

• 設定できる階層型 QoS の最大数は、現在の Cisco IOS ソフトウェアの制限に従って次のようにな
ります。

– 最大 1024 のクラスマップ
– 最大 1024 のポリシーマップ
– ポリシーマップ内で最大 256 のクラス
次の例は、階層型キューの 2 つのレベルにマッピングする階層型 QoS の設定を示しています。第 1 レ
ベルのポリシー（親ポリシー）で、class-default クラスに関して、集約データ レートを 1 Mbps に
シェーピングする設定をします。第 2 レベルのポリシー（子ポリシー）で、User-A クラスのトラ
フィックを帯域幅の 40%、User-B クラスのトラフィックを帯域幅の 20% に設定します。
! Configure the class-maps with your matching criteria
!
Router(config)# class-map match-any User-A
Router(config-cmap)# match access-group A
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# class-map match-any User-B
Router(config-cmap)# match access-group B
Router(config-cmap)# exit
!

class-default の親ポリシーをそのクラス内のすべてのトラフィックをシェーピングするように設定し、
第 2 レベルのポリシーを適用します。
Router(config)# policy-map child
Router(config-pmap)# class User-A
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 40
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class User-B
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
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 1000000
Router(config-pmap-c)# service-policy child
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!

クラスごとに異なる帯域幅割合を割り当てるように子ポリシーを設定します。
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!Apply the parent service policy to an output subinterface.
!
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 2/0/0.1
Router(config-if)# encapsulation dot1q 11
Router(config-if)# service-policy output parent

次に、2 レベルの階層型キューにマッピングされる、階層型 QoS の設定例を示します。親ポリシーで、
ユーザ定義クラスと class-default クラスの両方に平均トラフィック シェーピング レートを設定します。
この設定は、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA 以降でサポートされます。この設定には、対応するクラ
スマップの設定が含まれていませんが、これらのポリシーマップをサポートするには、クラスマップも
必要です。
ユーザ定義クラスおよび class-default クラスの親ポリシーをそれらのクラス内のトラフィックを
シェーピングするように設定し、第 2 レベルのポリシーを適用します。
クラスごとに異なる帯域幅割合を割り当てるように子ポリシーを設定します。
!
Router(config)# policy-map child-pm
Router(config-pmap)# class cos0
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class cos1
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
Router(config)# policy-map parent
Router(config-pmap)# class vlan100
Router(config-pmap-c)# shape average 1000000
Router(config-pmap-c)# service-policy child-pm
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class vlan200
Router(config-pmap-c)# shape average 1000000
Router(config-pmap-c)# service-policy child-pm
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 2000000
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
!
! Apply the parent service policy to an output interface.
!
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 2/0/0
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport access vlan 2000
Router(config-if)# switchport mode access
Router(config-if)# mls QoS trust cos
Router(config-if)# service-policy output switchport-cos-policy
Router(config-if)# service-policy output parent-pm

次の例は、子ポリシーがサポート対象のさまざまな基準でマッチングするクラスデフォルト HQoS ポ
リシーの情報を表示する方法を示しています。
Router# show policy-map parent2
Policy Map parent2
Class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 3000000000 12000000 12000000
service-policy child
head# show policy-map child
Policy Map child
Class dscp3
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shape average 100000000 400000 400000
Class prec5
police cir 200000000 bc 6250000 be 6250000 conform-action transmit exceed-action drop
priority
Class acl2
shape average 50000000 200000 200000
Class class-default
bandwidth 10 (%)

EoMPLS VC の階層型 QoS の設定
EoMPLS VC の階層型 QoS（HQoS）機能は、現在のサポート機能を QoS ポリシーマップ内の階層的
な親子関係に対応するように拡張します。また、ポイントツーポイント VC の VC QoS ごとに
EoMPLS も提供します。
新機能では、パケットがルータで最初に受信されたときに、パケット上の仮想 LAN（VLAN）ID を照
合する機能を追加します。また、同じ IP precedence 値に設定された QoS グループ、または着信イン
ターフェイスで受信された 802.1P サービス クラス（CoS）ビットに基づいて照合する機能もサポート
します。サービス プロバイダーはこの機能を使用して、特定の EoMPLS ネットワークのすべてまたは
一部についてトラフィックを簡単に分類したり、お客様の元の Differentiated Service（DiffServ; ディ
ファレンシエーテッド サービス）QoS 値を保護したりできます。

EoMPLS アプリケーションでは、親ポリシーマップは通常、EoMPLS ネットワーク内の特定の VC グ
ループの最大帯域幅または最小帯域幅を指定します。ポリシー内の子ポリシーマップは別の帯域幅を実
装したり、選択された VC のサブセットに別の QoS 処理（トラフィック シェーピングなど）を実行し
たりできます。

（注）

サブインターフェイスは、xconnect サービスの外部タグ一致に基づくシングル タグ一致に対して設定
されている場合でも、QinQ タグ トラフィックをリレーできます。
サービス プロバイダーはこの機能を使用して、より精密な QoS サービスをお客様に提供できます。ま
た、お客様の IP precedence 値または CoS 値をネットワーク内で保護することもできます。

サービス インスタンスを含む階層型 QoS
サービス インスタンスを含む階層型 QoS（HQoS）は、現在のサポート機能を QoS ポリシーマップ内
の階層的な親子関係に対応するように拡張します。イーサネット MPB、EoMPLS、ローカル接続、ま
たは選択的 QinQ として設定したサービス インスタンスには、フラット ポリシーおよび階層型ポリ
シーの両方を適用できます。

設定時の注意事項
ES20 ラインカードにおいてイーサネット サービス インスタンスで階層型 QoS を設定する場合は、次
の制約事項および使用上のガイドラインに従ってください。

• 内部 VLAN タグ、外部 VLAN タグ、または両方の組み合わせで分類できます。内部 VLAN タグ
と CoS、または外部 VLAN タグと CoS で分類できます。CoS、CoS 内部、またはこれらのフィル
タの組み合わせで分類できます。

• 次の MQC 処理が許可されます。
– シェーピング
– 帯域幅
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– ポリシーごとに 2 つのプライオリティ キュー
– set cos コマンド、set cos-inner コマンド、set cos cos-inner コマンド、set cos-inner cos コマ
ンド、set mpls exp コマンド
– set mpls exp の入力でのサポート（EoMPLS のみ）
– WRED 集約
– キュー制限
• マーキングでは、内部 CoS、外部 CoS、または内部 CoS と外部 CoS の両方のコピーか書き換え、
または内部 CoS から外部 CoS か、外部 CoS から内部 CoS へのコピーができます。

EVC 設定例
次の例は、スケーラブル EoMPLS での入力 QoS を示しています。
Router(config)# interface gig 1/0/0
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-if)# xconnect 2.2.2.2 100 pw-class vlan-xconnect
Router(config-pmap-c)# service-policy input mark-it-in
Router(config)# policy-map mark-it-in
Router(config-pmap)# class cos0
Router(config-pmap-c)# set mpls exp 5

次に示すシングル タグ VLAN 設定の例では、カプセル化 dot1q 10 がすでに分類されているので、内部
VLAN および CoS 値だけが設定されます。
Router(config)# interface gig 1/0/0
Router(config-if)# service instance 1
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10 second-dot1q any
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-if-srv)# bridge domain 200
Router(config-pmap-c)# service-policy input mark-it-in
Router(config)# policy-map mark-it-in
Router(config-pmap)# class innervlan20
Router(config-pmap-c)# set cos 0
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 0

シングル タグ VLAN 接続入力ポリシーの例を次に示します。
Router(config)# interface interface GigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10 second-dot1q any
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-pmap-c)# service-policy in mark-it-in
Router(config)# interface interface GigabitEthernet1/0/2
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 11 second-dot1q any
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-pmap-c)# service-policy in mark-it-in
Router(config-if-srv)# connect EVC1 GigabitEthernet1/0/1 100 GigabitEthernet1/0/2 101
Router(config)# policy-map mark-it-in
Router(config-pmap)# class vlaninner20cosinner5
Router(config-pmap-c)# set cos 0
This is an example of an egress double tag VLAN connect hierarchical configuration.
Router(config)# interface interface GigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
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Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10 second-dot1q 20
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 2 symmetric
Router(config-pmap-c)# service-policy out parent-out-100
Router(config)# interface interface GigabitEthernet1/0/2
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 11 second-dot1q 21
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 2 symmetric
Router(config-pmap-c)# service-policy out parent-out-101
Router(config-if-srv)# connect EVC1 GigabitEthernet/0/1 100 GigabitEthernet 1/0/2 101
Router(config)# policy-map child-out-100
Router(config-pmap)# class cos5
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
Router(config-pmap-c)# set cos 0
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 0
Router(config)# policy-map parent-out-100
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# service-policy child-out-100
Router(config)# policy-map child-out-101
Router(config-pmap)# class cos0
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
Router(config-pmap-c)# set cos 5
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 5
Router(config)# policy-map parent-out-101
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# service-policy child-out-101
This is an example of an egress double tag VLAN connect flat configuration.
Router(config)# policy-map flat-100
Router(config-pmap)# class cos5
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# set cos 0
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 0
Router(config-pmap)# class class-default <-Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# set cos 6
Router(config)# policy-map flat-101
Router(config-pmap)# class cos0
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# set cos 5
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 5
Router(config-pmap)# class class-default <-Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# set cos 4

required class
<-- required queuing action

required class
<-- required queuing action

次の例は、選択的 QinQ MPB 設定とそれに適用できるサービス ポリシーを示しています。この設定で
は、VLAN の範囲が encapsulation コマンドの外部タグ内に存在します。VLAN 範囲が設定されると、
パケットが変更されずにブリッジドメインを通過するようにするために、rewrite コマンドは許可され
ません。この設定には内部タグは存在できません。最初の例は階層型ポリシー、2 番めの例はフラット
ポリシーです。
Router(config)# interface GigabitEthernet 1/0/2
Router(config-if)# service instance 1
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10-20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200
Router(config-pmap-c)# service-policy output parent-out
Router(config)# policy-map child-out
Router(config-pmap)# class cos5
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
Router(config-pmap-c)# set cos 0
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Router(config)# policy-map parent-out
Router(config-pmap)# class outervlan10
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# service-policy child-out
Router(config)# interface GigabitEthernet 1/0/2
Router(config-if)# service instance 1
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200
Router(config-pmap-c)# service-policy out flat
Router(config)# policy-map flat
Router(config-pmap)# class vlanouter10cos5
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# set cos 0
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 0
Router(config-pmap)# class class-default:
<-- required class
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000 <-- required queueing action
Router(config-pmap-c)# set cos3
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 3

次の 2 つの例は、選択的 QinQ を除く MultiPoint Bridging over Ethernet （MPBE）設定に適用されま
す。最初の例は階層型ポリシー、2 番めの例はフラット ポリシーです。
!Sample Hier Config 1
Router(config)# interface interface GigabitEthernet 1/0/2
Router(config-if-srv)# service instance 1
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1qencap dot1q 10 second-dot1q any
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200
Router(config)# policy-map child-out
Router(config-pmap)# class vlaninner10
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# set cos 0
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 0
Router(config-pmap)# class class-default: <-- not required
Router(config)# policy-map parent-out
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# service-policy child-out
!Sample Flat Config
Router(config)# interface interface GigabitEthernet 1/0/2
Router(config-if-srv)# service instance 1
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10 second-dot1q any
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200
Router(config)# policy-map flat
Router(config-pmap)# class vlaninner10
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
Router(config-pmap-c)# set cos 0
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 0
Router(config-pmap)# class class-default <-- required class
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000 <-- required queueing action
Router(config-pmap-c)# set cos 0
Router(config-pmap-c)# set cos-inner 0
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Bandwidth Remaining Ratio（BRR）の設定 - 未使用帯域幅の利用のサ
ポート
BRR 機能は、論理インターフェイスに割り当てられている未使用帯域幅を利用する機能です。BRR で
は、オーバーサブスクリプションを使用して、EVC や L3 サブインターフェイスなどの論理インター
フェイス間で未使用帯域幅を共有できます。

BRR は、次のマップを使用して論理インターフェイスに実装されます。
• 階層型ポリシーマップ
• フラット ポリシーマップ

Bandwidth Remaining Ratio 処理は、親クラスまたは子クラスのポリシーマップで設定できます。BRR
は、論理インターフェイスで最小比率 1 および最大比率 1000 に設定できます。
BRR の詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SR/configuration/guide/ipsuboe.html#wp11298
03 を参照してください。
QoS は、論理インターフェイスによって親クラスまたは子クラスで BRR CLI をサポートします。
shape コマンドを使用して、親クラスまたは子クラスで帯域幅をオーバーサブスクライブできます。
CLI を使用して、ES20 ラインカードでプライオリティ レート伝播を ON に切り替えることはできませ
ん。詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SR/configuration/guide/ipsuboe.html#wp1131793
を参照してください。
次の BRR 設定例では、次のことが行われます。

• 帯域幅は、親クラスまたは子クラスでオーバーサブスクライブされた shape コマンドで設定され
ます。

• LLQ パケットのプライオリティ ステータスは、親キューに伝播されます。
• 親ポリシーマップ内のクラス class-default には、最大リンク容量を 1 Gb/s とすると、250 Mb/s（1
Gb/s の 25% つまり 1/4）の超過帯域幅が割り当てられます。超過帯域幅 150 Mb/s（250 Mb/s から
LLQ クラスの 100 Mb/s を減算）が子ポリシーに割り当てられます。クラス childclass2 は 5/6 つ
まり 125 Mb/s を最小帯域幅として受信し、クラス class-default はデフォルトの BRR である 1 ま
たは 1/6 つまり 25 Mb/s を最小帯域幅として受信します。
• parent2 ポリシーマップには、750 Mb/s（1 Gb/s の 75% つまり 3/4）の超過帯域幅が割り当てられ
ます。650 Mb/s（750 Mb/s から LLQ クラスの 100 Mb/s を減算）の超過帯域幅が子ポリシーに割
り当てられます。クラス childclass2 は 5/6 つまり 541,666,666 Mb/s を最小帯域幅として受信し、
クラス class-default はデフォルトの BRR である 1 または 1/6 つまり 108,333,333 Mb/s を最小帯
域幅として受信します。

• メインインターフェイスにおける非 BRR ポリシー：すべてのクラスで、cir 値を計算する場合に完
全な 100% リンク帯域幅が使用されます。1% の予約済み帯域幅はクラス デフォルトから使用され
ます。クラス デフォルト ポリシーの cir 値が 1% を超えるポート帯域幅を受け取るようにします。
このようにしない場合は、「保証レート超過」エラー メッセー ジが表示されます。

• メインインターフェイスにおける BRR ポリシー：クラスで、cir 値は BRR 比率を持つすべてのク
ラスの 99% リンク帯域幅から計算されます。1% の予約値はクラス デフォルトからリレーされず、
cir 値は class-default キューに対して調整されません。

（注）

予約済みリンク帯域幅は、最大リンク容量よりも 1% 少ない配布可能な最大帯域幅です。
Policy-map child
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Class voip
priority
police 100000000
class childclass2
shape ave 1000000000
bandwidth remaining ratio 5
class class-default # unspecified classes default to BRR of 1
shape ave 1000000000
policy-map parent
class class-default
shape ave 1000000000
bandwidth remaining ratio 1
service-policy child
policy-map parent2
class class-default
shape ave 1000000000
bandwidth remaining ratio 3
service-policy child
int gig 4/0/0
service inst 1 et
encap dot1q 10-20
bridge-domain 200
service-policy output parent
service inst 1 et
encap dot1q 30-40
bridge-domain 200
service-policy output parent2

階層型ポリシーマップ
階層型ポリシーマップにより、インターフェイスで適用されるさまざまなポリシーマップ間の親子関係
が実装されます。別のポリシーマップから子ポリシーマップを作成し、その機能を継承できます。クラ
スの階層型ポリシーマップに BRR が実装されると、ポリシーマップ内の他のすべてのクラスは自動的
に比率 1 の BRR に設定されます。同様に、論理インターフェイスによって階層型ポリシーマップに
BRR が実装されると、同じポートの他のインターフェイスに適用されている他のすべての階層型ポリ
シーマップは、自動的に比率 1 の BRR を実装します。

（注）

BRR は子レベルに伝播されません。子クラスへ BRR を暗黙的に伝播するには、子クラスのいずれかで
BRR を設定する必要があります。
次の例では、parentbr および parentbw という 2 つのポリシーマップが、同じポート上の 2 つの異なる
インターフェイスに適用されます。BRR は parentbr ポリシーマップだけに実装されます。次の設定で
は、ポリシーマップ parentbw はデフォルトの BRR である 1 になります。ポリシーマップ parentbw を
適用すると、子帯域幅の CIR の合計が parentbw に割り当てられている超過比率を超えた場合にエラー
メッセージが表示されます。計算された超過最小 CIR が子の保証レートよりも大きい場合、クラス
cos5 および class-default は、保証レートに超過帯域幅を均等に配分した公平な配分を加算したもので
設定されます。次の例では、parentbr および parentbw ポリシーマップの BRR 実装を示します。
policy-map testbw
class VOICE
police 128000
priority
class cos5
bandwidth 100000
class class-default
bandwidth 100000
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policy-map parentbw
class class-default
shape ave 300000000
service-policy testbw
policy-map testbrr
class VOICE
police 128000
priority
class cos5
bandwidth remaining ratio 2
class class-default
bandwidth remaining ratio 2
policy-map parentbrr
class class-default
bandwidth remaining ratio 4
shape ave 200000000
service-policy testbrr

次のポリシーマップで BRR を設定できます。

• 子クラスに帯域幅およびシェーピングが設定された HQoS ポリシー
• 子クラスにシェーピングが設定された HQoS ポリシー
• 子クラスにポリシングとプライオリティ（LLQ）およびシェーピングが設定された HQoS ポリ
シー

（注）

BRR は子クラスまたは親クラスで個別に、またはまとめて設定できます。

子クラスに帯域幅およびシェーピングが設定された HQoS ポリシー
次の設定例では、親ポリシーマップに定義された class-default には、使用可能な総帯域幅の 1/3 の認定
情報レート（CIR）配分が割り当てられます。総帯域幅は 1 Gb/s であり、使用可能な帯域幅は総帯域
幅から予約済み帯域幅（10 Mb/s）を減算した帯域幅です。したがって、クラス class-default には、
330 Mb/s（1 Gb/s からポートごとの予約済み帯域幅 10 Mb/s を減算した帯域幅の 1/3、990/3 = 330
Mb/s）が割り当てられます。BRR が親でイネーブルであるため、プラットフォームで親の CIR 配分が
計算されます。
次の例では、子クラスからの要求を受け入れるために親で必要な最小帯域幅は 200 Gb/s です。親クラ
スは、子クラスで設定されたシェーピング値を無効にし、CIR を子のシェーピング値として使用しま
す。子クラスは 330 Mb/s の超過帯域幅を受信できますが、親クラスが 300 Mb/s の CIR 値でシェーピ
ングされるため、30 Mb/s の超過帯域幅は未使用です。子クラス cos5 には 100 Mb/s の CIR 値が割り
当てられ、受け入れ可能な最大 CIR 値は 300 Mb/s（親シェーパー）です。クラス class-default には
100 Mb/s の CIR 値が割り当てられます。

parent2 ポリシーマップに定義されたクラス class-default には、990 Mb/s の 2/3 の配分である 660
Mb/s が割り当てられます。クラス cos5 には 100 Mb/s が割り当てられ、class-default には残りの配分
である 550 Mb/s（660-100 Mb/s）が割り当てられます。
ユーザ定義クラスの EIR 値は CIR 値に比例します。EIR 値が大きければ、CIR 値も大きくなります。
Policy-map child
Class cos5
Bandwidth 100000 kbps
class class-default
shape average 100000000
policy-map parent
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class class-default
Shape average 300000000
service-policy child
Bandwidth remaining ratio 1
Policy-map parent2
class class-default
Shape average 800000000
Service-policy child
Bandwidth remaining ratio 2
int gig 4/0/0
service inst 1 et
encap dot1q 10-20
bridge-domain 200
service-policy output parent
service inst 2 et
encap dot1q 30-40
bridge-domain 200
service-policy output parent2

次のポリシー設定は、子クラスに帯域幅およびシェーピングが設定された HQoS ポリシーと同様の動
作を示します。

• 子クラスにシェーピングが設定された HQoS ポリシー（P.3-54）
• 子クラスにポリシングとプライオリティ（LLQ）およびシェーピングが設定された HQoS ポリ
シー（P.3-55）

制約事項および使用上のガイドライン
子クラスに帯域幅およびシェーピングが設定された HQoS ポリシーを設定する場合は、次の制約事項
および使用上のガイドラインに従ってください。

• 親クラスに割り当てられる CIR は、子 CIR の合計よりも大きいことが必要です。CIR は次の数式
を使用して計算されます。

(( リンク レート – 予約済み帯域幅 ) * BRR) / ( リンク内のすべての親クラスの BRR 部分の合計 )
• 親クラスの増加により親の CIR 配分が減少したときに設定の障害を回避するには、子クラスでも
BRR を設定する必要があります。
• クラスでシェーピングを使用せずに BRR を設定できます。

子クラスにシェーピングが設定された HQoS ポリシー
次の設定例では、親ポリシーマップに定義されたクラス class-default には、使用可能な総帯域幅の 1/3
の CIR 配分が割り当てられます。総帯域幅は 1 Gb/s であり、使用可能な帯域幅は総帯域幅から予約済
み帯域幅（10 Mb/s）を減算した帯域幅です。したがって、クラス class-default には、330 Mb/s （1
Gb/s からポートごとの予約済み帯域幅 10 Mb/s を減算した帯域幅の 1/3、990/3 = 330 Mb/s）が割り当
てられます。BRR が親でイネーブルであるため、プラットフォームで CIR 配分が計算されます。
次の例では、超過帯域幅は子クラス cos5 と class-default 間で帯域幅比率 2:1 で分割されます。クラス
class-default の BRR は 1 に設定されます。したがって、クラス cos5 には 220 Mb/s が割り当てられ、
クラス class-default には 110 Mb/s の帯域幅が割り当てられます。
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parent2 ポリシーマップのクラス class-default には 660 Mb/s の超過帯域幅が割り当てられます。これ
はさらに、parent2 ポリシーマップの子クラス間で分割されます。クラス cos5 には 440Mb/s（2/3）が
割り当てられ、クラス class-default には 220Mb/s（1/3）が割り当てられます。次の設定例は、子クラ
スにシェーピングだけが設定された HQoS ポリシーを示しています。
policy-map child
class cos5
shape average 100000000
Bandwidth Remaining Ratio 2
class class-default
shape avergae 100000000
policy-map parent
class class-default
shape average 300000000
service-policy child
bandwidth remaining ratio 1
policy-map parent2
class class-default
shape average 300000000
service-policy child
bandwidth remaining ratio 2
int gig 4/0/0
service inst 1 et
encap dot1q 10-20
bridge-domain 200
service-policy output parent
service inst 2 et
encap dot1q 30-40
bridge-domain 200
service-policy output parent2

制約事項および使用上のガイドライン
子クラスにシェーピングだけが設定された HQoS ポリシーを設定する場合は、次の制約事項および使
用上のガイドラインに従ってください。

• BRR は子クラスと親クラスの両方で設定できます。

子クラスにポリシングとプライオリティ（LLQ）およびシェーピングが設
定された HQoS ポリシー
次の設定例では、親ポリシーマップのクラス class-default には、使用可能な総帯域幅の 1/3 の CIR 配
分が割り当てられます。総帯域幅は 1 Gb/s であり、使用可能な帯域幅は総帯域幅から予約済み帯域幅
（10 Mb/s）を減算した帯域幅です。したがって、クラス class-default には、330 Mb/s（1 Gb/s から
ポートごとの予約済み帯域幅 10 Mb/s を減算した帯域幅の 1/3、990/3 = 330 Mb/s）が割り当てられま
す。BRR が親でイネーブルであるため、プラットフォームで CIR 配分が計算されます。
超過帯域幅は子クラスに割り当てられます。プライオリティ クラス cos3 には 100Mb/s の CIR が割り
当てられます。残りの超過帯域幅 230 Mb/s（330 Mb/s から 100 Mb/s を減算）は、クラス cos5 および
class-default に割り当てられます。クラス cos5 には 153 Mb/s が割り当てられ、class-default には 76
Mb/s が割り当てられます。
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同様に、parent2 ポリシーマップの CIR は 660 Mb/s（使用可能な総帯域幅 1 Gb/s の 2/3）に設定され
ます。LLQ クラスには 100 Mb/s が割り当てられます。残りの帯域幅 550 Mb/s は、2 つのクラス cos5
と class-default 間で比率 2:1 で分割されます。クラス cos5 には 373 Mb/s が割り当てられ、クラス
class-default には 186 Mb/s が割り当てられます。クラス class-default は 100 Mb/s の制限をシェーピ
ングするように設定されるため、超過帯域幅は利用されません。設定例は、子クラスにポリシングとプ
ライオリティ（LLQ）およびシェーピングが設定された HQoS ポリシーを示しています。
Policy-map child
Class cos3
Police cir 100000000
Priority
Class cos5
Bandwidth remaining ratio 2
class class-default
Bandwidth remaining ratio 1
shape average 100000000
policy-map parent
Shape average 300000000
service-policy child
Bandwidth remaining ratio 1
Policy-map parent2
Shape average 300000000
Service-policy child
Bandwidth remaining ratio 2
int gig 4/0/0
service inst 1 et
encap dot1q 10-20
bridge-domain 200
service-policy output parent
service inst 2 et
encap dot1q 30-40
bridge-domain 200
service-policy output parent2

制約事項および使用上のガイドライン
子クラスにポリシングとプライオリティ（LLQ）およびシェーピングが設定された HQoS 階層型ポリ
シーを設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイドラインに従ってください。

• BRR は子クラスと親クラスの両方で設定できます。

フラット ポリシーマップ
1 つのフラット ポリシーマップに論理インターフェイスで BRR を実装する場合、同じポート内の他の
論理インターフェイスで適用されている他のすべてのフラット ポリシーマップは影響を受けず、保証
帯域幅が割り当てられます。同じインターフェイスの他のフラット ポリシーマップでは超過 帯域幅を
使用できません。
次の例では、testbrr および testbw という 2 つのポリシーマップが、同じポート上の 2 つの異なるイン
ターフェイスで適用されます。BRR は testbrr ポリシーマップだけに実装されます。
policy-map testbw
class cos5
shape ave 100000000
class class-default
shape ave 100000000
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policy-map testbrr
class cos5
bandwidth remaining ratio 2
class class-default
bandwidth remaining ratio

（注）

子クラスでは帯域幅と BRR を同時に設定できません。

BRR 伝播
BRR を適用した場合については、次のとおりです。
• 階層型ポリシー：同じ論理インターフェイスの他のすべてのポリシーは BRR 値 1 に設定されます。
• フラット ポリシー：
– 同じ論理インターフェイスの他のすべてのポリシーは、デフォルトの BRR 設定に設定されま
せん（暗黙的な BRR 値 1 を参照します）。
– フラット ポリシーマップ内の 1 つまたは複数のクラスで BRR が設定された場合、同じフラッ
ト ポリシーマップ内のクラスはデフォルトの BRR 値 1 を持ちます。
• HQoS ポリシーと共存するフラット ポリシー：フラット ポリシーマップの BRR はデフォルトの
BRR 設定を HQoS ポリシーマップに伝播せず、その逆の伝播も行われません。

制約事項および使用上のガイドライン
論理インターフェイスで BRR を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイドラインに従って
ください。

• BRR は論理インターフェイスおよびメインインターフェイスで実装できます。
• 論理インターフェイスに適用される親ポリシーでは帯域幅 CIR はブロックされます。
• ポリシーマップ、クラスマップ、または LLQ 処理で BRR と帯域幅 CIR を組み合わせることはで
きません。

• BRR が設定されると、ラインカードによってキュー制限が自動的に設定されます。明示的な
queue- limit 文はサポートされません。
• 同じポリシーマップが 1 つのポート内の複数のインターフェイスに適用される場合にだけ、BRR
を伝播できます。

• BRR が設定されていない場合、親シェーピング レートの合計がリンク帯域幅を超えることはでき
ません。親ポリシーで BRR が使用可能な場合にだけ、シェーピング合計がインターフェイスでリ
ンク帯域幅を超えることができます。

• PRP 状態は「OFF」に設定されます。
• BRR ではハイブリッド ポリシーはサポートされません。ハイブリッド ポリシーの詳細について
は、「ハイブリッド ポリシーの例」（P.3-58）を参照してください。

（注）

計算された超過 cir がシェーピング レートよりも大きい場合、計算された BRR 最小レートではなく
シェーピング レートが使用されます。シェーピング レートが変更されると、特定のキューの保証レー
トおよびシェーピング レートが更新されます。
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（注）

キューがないクラスは、パケットをクラスデフォルトにリレーし、超過帯域幅を受信しません。

ハイブリッド ポリシーの例
ハイブリッド ポリシーでの BRR の設定例を次に示します。
Policy Map hybrid
Class vlan-range
Average Rate Traffic Shaping
cir 100000000 (bps)
service-policy child
Class class-default
Average Rate Traffic Shaping
cir 200000000 (bps)
Policy Map child
Class cos5
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)
Class cos6
Average Rate Traffic Shaping
cir 10000000 (bps)
Class class-default
Average Rate Traffic Shaping
cir 1000000 (bps)

ハードウェアの制約事項
論理インターフェイスで BRR を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイドラインに従って
ください。

• クラスごとの LLQ および非 LLQ 帯域幅の合計によって、次のように処理されます。
– 合計が BRR によって計算された CIR 配分よりも大きい場合、ラインカードはポリシーマップ
を拒否します。

– 合計が割り当てられた BRR よりも小さい場合、超過帯域幅は設定された比率に基づいて残り
の加入者間で分割されません。

• 未使用の超過帯域幅はオーバーサブスクライブされたアクティブなキューに配分されますが、設定
された BRR 比率ではありません。
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