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表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

^ または Ctrl

^ 記号と Ctrl は両方ともキーボードの Control（Ctrl）キーを表します。
たとえば、^D または Ctrl+D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押
しながら D キーを押すことを意味します （ここではキーを大文字で表
記していますが、小文字で入力してもかまいません）。

bold フォント

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、太字フォ
ントで示しています。

Italic フォント

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引
数は、italic フォントで示しています。

courier

フォント

ト

太字の courier フォントは、ユーザが入力しなければならないテキスト
を示します。

[x]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

...

構文要素の後の省略記号（3つの連続する太字ではないピリオドでスペー
スを含まない）は、その要素を繰り返すことができることを示します。

太字の courier

フォン

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier フォ
ントで示しています。
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表記法

説明

|

パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢である
ことを示します。

[x | y]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

{x | y}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須
の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。 角カッコ内
の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示し
ています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示
しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

読者への警告の表記法
このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。
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ワンポイント アドバイス

警告

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with
standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning
to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. Statement 1071
SAVE THESE INSTRUCTIONS

関連資料
（注）

switchをインストールまたはアップグレードする前に、switchのリリース ノートを参照してく
ださい。
• 次の URL にある Cisco Catalyst 3850 スイッチ のマニュアル：
http://www.cisco.com/go/cat3850_docs
• 次の URL にある Cisco SFP および SFP+ モジュールのマニュアル（互換性マトリクスを含
む）：
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/tsd_products_support_series_home.html
• 次の URL にある Cisco Validated Design（CVD）のマニュアル：
http://www.cisco.com/go/designzone
• 次の URL にあるエラー メッセージ デコーダ：
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
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ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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1

章

コマンドライン インターフェイスの使用
• コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報, 1 ページ
• CLI を使用して機能を設定する方法, 8 ページ

コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報
コマンド モード
Cisco IOS ユーザ インターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。 使用できるコマン
ドの種類は、現在のモードによって異なります。 システム プロンプトに疑問符（?）を入力する
と、各コマンド モードで使用できるコマンドの一覧が表示されます。
CLI セッションはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによって開始で
きます。
セッションを開始するときは、ユーザ モード（別名ユーザ EXEC モード）が有効です。 ユーザ
EXEC モードでは、限られた一部のコマンドしか使用できません。 たとえばユーザ EXEC コマン
ドの大部分は、show コマンド（現在のコンフィギュレーション ステータスを表示する）、clear
コマンド（カウンタまたはインターフェイスをクリアする）などのように、1 回限りのコマンド
です。 ユーザ EXEC コマンドは、switchをリブートするときには保存されません。
すべてのコマンドにアクセスするには、特権 EXEC モードを開始する必要があります。 特権 EXEC
モードを開始するには、通常、パスワードが必要です。 このモードでは、任意の特権 EXEC コマ
ンドを入力でき、また、グローバルコンフィギュレーションモードを開始することもできます。
コンフィギュレーション モード（グローバル、インターフェイス、およびライン）を使用して、
実行コンフィギュレーションを変更できます。 設定を保存した場合はこれらのコマンドが保存さ
れ、switchをリブートするときに使用されます。 各種のコンフィギュレーション モードにアクセ
スするには、まずグローバル コンフィギュレーション モードを開始する必要があります。 グロー
バル コンフィギュレーション モードから、インターフェイス コンフィギュレーション モードお
よびライン コンフィギュレーション モードに移行できます。
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コマンド モード

次の表に、主要なコマンド モード、各モードへのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプ
ト、およびモードの終了方法を示します。
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コマンド モード

表 1：コマンド モードの概要

モード

アクセス方法

ユーザ EXEC

Telnet、SSH、ま
たはコンソールを
使用してセッショ
ンを開始します。

プロンプト
Switch>

終了方法

モードの用途

logout または このモードを使用
quit を入力し して次の作業を行
います。
ます。
• 端末の設定変
更
• 基本テストの
実行
• システム情報
の表示

特権 EXEC

ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し
ます。

グローバル コン 特権 EXEC モー
フィギュレーショ ドで、configure
ン
コマンドを入力し
ます。

VLAN コンフィ
ギュレーション

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、
vlan vlan-id コマ
ンドを入力しま
す。

Switch#

Switch(config)#

disable を入力 このモードを使用
して終了しま して、入力したコ
マンドを確認しま
す。
す。 パスワードを
使用して、この
モードへのアクセ
スを保護します。
終了して特権
EXEC モード
に戻るには、
exit または
end コマンド
を入力する
か、Ctrl+Z を
押します。

このモードは、
switch全体に適用
するパラメータを
設定する場合に使
用します。

Switch(config-vlan)#
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モード

アクセス方法

プロンプト

終了方法

モードの用途

グローバル コ
ンフィギュ
レーション
モードに戻る
場合は、exit
コマンドを入
力します。

このモードを使用
して、VLAN（仮
想 LAN）パラメー
タを設定します。
VTP モードがトラ
ンスペアレントで
あるときは、拡張
範囲 VLAN
特権 EXEC
（VLAN ID が
モードに戻る
1006 以上）を作成
には、Ctrl+Z
してswitchのス
を押すか、
タートアップ コン
end を入力し
フィギュレーショ
ます。
ン ファイルに設定
を保存できます。
インターフェイス グローバル コン
コンフィギュレー フィギュレーショ
ション
ン モードで、
interface コマンド
を入力し、イン
ターフェイスを指
定します。

Switch(config-if)#

終了してグ
ローバル コン
フィギュレー
ション モード
に戻るには、
exit を入力し
ます。

このモードを使用
して、イーサネッ
ト ポートのパラ
メータを設定しま
す。

特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
ます。
ライン コンフィ
ギュレーション

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、
line vty または
line console コマ
ンドを使用して回
線を指定します。

Switch(config-line)#

このモードを使用
して、端末回線の
パラメータを設定
します。
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モード

アクセス方法

プロンプト

終了方法

モードの用途

終了してグ
ローバル コン
フィギュレー
ション モード
に戻るには、
exit を入力し
ます。
特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
ます。

コマンドの省略形
switchでコマンドが一意に認識される長さまでコマンドを入力します。
show configuration 特権 EXEC コマンドを省略形で入力する方法を次に示します。
Switch# show conf

コマンドの no 形式および default 形式
大部分のコンフィギュレーション コマンドに、no 形式があります。 no 形式は一般に、特定の機
能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に使用します。
たとえば、no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。 no キーワードなしでコマンドを使用すると、
ディセーブルにされた機能を再度イネーブルにしたり、デフォルトでディセーブルになっている
機能をイネーブルにすることができます。
コンフィギュレーション コマンドには、default 形式もあります。 コマンドの default 形式は、コ
マンドの設定値をデフォルトに戻します。 大部分のコマンドはデフォルトでディセーブルに設定
されているので、default 形式は no 形式と同じになります。 ただし、デフォルトでイネーブルに
設定されていて、なおかつ変数が特定のデフォルト値に設定されているコマンドもあります。 こ
れらのコマンドについては、default コマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。
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CLI のエラー メッセージ
次の表に、CLI を使用してswitchを設定するときに表示される可能性のあるエラー メッセージの
一部を紹介します。
表 2：CLI の代表的なエラー メッセージ

エラー メッセージ

意味

ヘルプの表示方法

% Ambiguous command: "show
con"

switchがコマンドとして認識で コマンドを再入力し、最後に疑
きるだけの文字数が入力されて 問符（?）を入力します。コマ
いません。
ンドと疑問符の間にはスペース
を入れません。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Incomplete command.

コマンドに必須のキーワードま コマンドを再入力し、最後に疑
たは値が、一部入力されていま 問符（?）を入力します。コマ
せん。
ンドと疑問符の間にはスペース
を 1 つ入れます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

コマンドの入力ミスです。 間 疑問符（?）を入力すると、そ
違っている箇所をキャレット記 のコマンド モードで利用でき
号（^）で示しています。
るすべてのコマンドが表示され
ます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

コンフィギュレーション ロギング
switchの設定変更を記録して表示させることができます。 Configuration Change Logging and Notification
機能を使用することで、セッションまたはユーザ ベースごとに変更内容をトラッキングできま
す。ログに記録されるのは、適用された各コンフィギュレーションコマンド、コマンドを入力し
たユーザ、コマンドの入力時間、コマンドに対するパーサからのリターンコードです。この機能
には、登録しているアプリケーションの設定が変更されるときに通知される非同期通知方式もあ
ります。 Syslog へこの通知を送信することも選択できます。

（注）

CLI または HTTP の変更のみがログとして記録されます。
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ヘルプ システムの使用
システム プロンプトで疑問符（?）を入力すると、各コマンド モードに使用できるコマンドのリ
ストが表示されます。 また、任意のコマンドについて、関連するキーワードおよび引数の一覧を
表示することもできます。

手順の概要
1. help
2. abbreviated-command-entry ?
3. abbreviated-command-entry <Tab>
4. ?
5. command ?
6. command keyword ?

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

help

コマンド モードのヘルプ システムの簡単な説明
を表示します。

例：
Switch# help

ステップ 2

abbreviated-command-entry ?

特定のストリングで始まるコマンドのリストを表
示します。

例：
Switch# di?
dir disable disconnect

ステップ 3

abbreviated-command-entry <Tab>

特定のコマンド名を補完します。

例：
Switch# sh conf<tab>
Switch# show configuration

ステップ 4

特定のコマンド モードで使用可能なすべてのコ
マンドを一覧表示します。

?
例：
Switch> ?

ステップ 5

command ?

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま
す。

例：
Switch> show ?
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

command keyword ?

キーワードに関連する引数を一覧表示します。

例：
Switch(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec) that
receiver must keep this packet

CLI を使用して機能を設定する方法
コマンド履歴の設定
入力したコマンドは、ソフトウェア側にコマンド履歴として残されます。 コマンド履歴機能は、
アクセスコントロールリストの設定時など、長い複雑なコマンドまたはエントリを何度も入力し
なければならない場合、特に便利です。 必要に応じて、この機能をカスタマイズできます。

コマンド履歴バッファ サイズの変更
デフォルトでは、switchは履歴バッファにコマンド ライン 10 行を記録します。 現在の端末セッ
ションまたは特定回線のすべてのセッションで、この数を変更できます。 この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal history [size number-of-lines]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal history [size number-of-lines]

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッション中に
switchが記録するコマンドラインの数を変更します。 サイ
ズは 0 から 256 までの間で設定できます。

例：
Switch# terminal history size 200

コマンドの呼び出し
履歴バッファにあるコマンドを呼び出すには、次の表に示すいずれかの操作を行います。 これら
の操作は任意です。
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（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。

手順の概要
1. Ctrl+P または上矢印キー
2. Ctrl+N または下矢印キー
3. show history

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Ctrl+P または上矢印キー

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマンド
が最初に呼び出されます。 キーを押すたびに、より古いコマンドが順
次表示されます。

ステップ 2

Ctrl+N または下矢印キー

Ctrl+P または上矢印キーでコマンドを呼び出した後で、履歴バッファ
内のより新しいコマンドに戻ります。 キーを押すたびに、より新しい
コマンドが順次表示されます。

ステップ 3

show history

特権 EXEC モードで、直前に入力したコマンドをいくつか表示しま
す。 表示されるコマンドの数は、terminal history グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドおよび history ライン コンフィギュレーショ
ン コマンドの設定値によって指定されます。

例：
Switch# show history

コマンド履歴機能のディセーブル化
コマンド履歴機能は、自動的にイネーブルになっています。 現在の端末セッションまたはコマン
ドラインでディセーブルにできます。 この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal no history

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-32605-01-J

9

コマンドライン インターフェイスの使用
編集機能のイネーブル化およびディセーブル化

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal no history

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッション中
のこの機能をディセーブルにします。

例：
Switch# terminal no history

編集機能のイネーブル化およびディセーブル化
拡張編集モードは自動的にイネーブルに設定されますが、ディセーブルにしたり、再びイネーブ
ルにしたりできます。

手順の概要
1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードを再びイネーブルにします。

例：
Switch# terminal editing

ステップ 2

terminal no editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードをディセーブルにします。

例：
Switch# terminal no editing

キー入力によるコマンドの編集
キーストロークは、コマンドラインの編集に役立ちます。 これらのキーストロークは任意です。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。
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表 3：編集コマンド

編集コマンド

説明

Ctrl-B または左矢印キー

カーソルを 1 文字後退させます。

Ctrl-F または右矢印キー

カーソルを 1 文字前進させます。

Ctrl+A

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま
す。

Ctrl+E

カーソルをコマンド ラインの末尾に移動しま
す。

Esc B

カーソルを 1 単語後退させます。

Esc F

カーソルを 1 単語前進させます。

Ctrl+T

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文
字と置き換えます。

Delete キーまたは Backspace キー

カーソルの左にある文字を消去します。

Ctrl+D

カーソル位置にある文字を削除します。

Ctrl+K

カーソル位置からコマンド ラインの末尾までの
すべての文字を削除します。

Ctrl+U または Ctrl+X

カーソル位置からコマンド ラインの先頭までの
すべての文字を削除します。

Ctrl+W

カーソルの左にある単語を削除します。

Esc D

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま
す。

Esc C

カーソル位置のワードを大文字にします。

Esc L

カーソルの場所にある単語を小文字にします。

Esc U

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に
します。

Ctrl+V または Esc Q

特定のキーストロークを実行可能なコマンド
（通常はショートカット）として指定します。
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Return キー

1 行または 1 画面下へスクロールして、端末画
面に収まりきらない表示内容を表示させます。
（注）

show コマンドの出力など、端末画面
に一度に表示できない長い出力では、
More プロンプトが使用されます。
More プロンプトが表示された場合
は、Return キーおよび Space キーを使
用してスクロールできます。

Space バー

1 画面分下にスクロールします。

Ctrl+L または Ctrl+R

switchから画面に突然メッセージが出力された
場合に、現在のコマンドラインを再表示しま
す。

画面幅よりも長いコマンドラインの編集
画面上で 1 行分を超える長いコマンドラインについては、コマンドのラップアラウンド機能を使
用できます。 カーソルが右マージンに達すると、そのコマンドラインは 10 文字分だけ左へシフ
トされます。 コマンドラインの先頭から 10 文字までは見えなくなりますが、左へスクロールし
て、コマンドの先頭部分の構文をチェックできます。 これらのキー操作は任意です。
コマンドの先頭にスクロールして入力内容をチェックするには、Ctrl+B キーまたは←キーを繰り
返し押します。 コマンドラインの先頭に直接移動するには、Ctrl+A を押します。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。
次に、画面上で 1 行を超える長いコマンドラインを折り返す例を示します。

手順の概要
1. access-list
2. Ctrl+A
3. Return キー
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

access-list

1 行分を超えるグローバル コンフィギュレーション コマンド
入力を表示します。

例：
Switch(config)# access-list 101 permit
tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35
Switch(config)# $ 101 permit tcp
10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35
255.25
Switch(config)# $t tcp 10.15.22.25
255.255.255.0 131.108.1.20
255.255.255.0 eq
Switch(config)# $15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35 255.255.255.0 eq 45

ステップ 2

Ctrl+A

完全な構文をチェックします。

例：

行末に表示されるドル記号（$）は、その行が右へスクロール
されたことを表します。

Switch(config)# access-list 101 permit
tcp 10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.2$

ステップ 3

最初にカーソルが行末に達すると、その行は 10 文字分だけ左
へシフトされ、再表示されます。 ドル記号（$）は、その行が
左へスクロールされたことを表します。 カーソルが行末に達
するたびに、その行は再び10文字分だけ左へシフトされます。

Return キー

コマンドを実行します。
ソフトウェアでは、端末画面は 80 カラム幅であると想定され
ています。 画面の幅が異なる場合は、terminal width 特権 EXEC
コマンドを使用して端末の幅を設定します。
ラップアラウンド機能とコマンド履歴機能を併用すると、前に
入力した複雑なコマンドエントリを呼び出して変更できます。

show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング
show および more コマンドの出力を検索およびフィルタリングできます。 この機能は、大量の出
力をソートする場合や、出力から不要な情報を除外する場合に役立ちます。 これらのコマンドの
使用は任意です。

手順の概要
1. {show | more} command | {begin | include | exclude} regular-expression
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

{show | more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

出力を検索およびフィルタリングします。

例：
Switch# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up
Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up

文字列では、大文字と小文字が区別されます。 た
とえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は
表示されます。

スイッチ スタックでの CLI へのアクセス
CLI にはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによってアクセスできま
す。
スイッチ スタックおよびスタック メンバ インターフェイスは、active switchを経由して管理しま
す。 スイッチごとにスタック メンバを管理することはできません。 1 つまたは複数のスタック
メンバーのコンソール ポートまたはイーサネット管理ポートを経由してactive switchへ接続できま
す。 active switchで複数の CLI セッションを使用する場合は注意してください。 1 つのセッション
で入力したコマンドは、別のセッションには表示されません。 したがって、コマンドを入力した
セッションを追跡できない場合があります。

（注）

スイッチ スタックを管理する場合は、1 つの CLI セッションを使用することを推奨します。
特定のスタック メンバ ポートを設定する場合は、CLI コマンド インターフェイス表記にスタック
メンバ番号を含めてください。
スタンバイ スイッチをデバッグするには、アクティブなスイッチから session standby ios 特権
EXEC コマンドを使用してスタンバイ スイッチの IOS コンソールにアクセスします。 特定のス
タック メンバをデバッグするには、アクティブなスイッチから session switch stack-member-number
特権 EXEC コマンドを使用して、スタック メンバの診断シェルにアクセスします。 これらのコマ
ンドの詳細情報については、スイッチ コマンド リファレンスを参照してください。

コンソール接続または Telnet 経由で CLI にアクセスする
CLI にアクセスするには、switchのハードウェア インストレーション ガイドに記載されている手
順で、switchのコンソール ポートに端末または PC を接続するか、または PC をイーサネット管理
ポートに接続して、switchの電源をオンにする必要があります。
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switchがすでに設定されている場合は、ローカル コンソール接続またはリモート Telnet セッショ
ンによって CLI にアクセスできますが、このタイプのアクセスに対応できるように、先にswitch
を設定しておく必要があります。
次のいずれかの方法で、switchとの接続を確立できます。
• switch コンソール ポートに管理ステーションまたはダイヤルアップ モデムを接続するか、ま
たはイーサネット管理ポートに PC を接続します。 コンソール ポートまたはイーサネット管
理ポートへの接続については、switchのハードウェア インストレーション ガイドを参照して
ください。
• リモート管理ステーションから任意の Telnet TCP/IP または暗号化 Secure Shell（SSH; セキュ
ア シェル）パッケージを使用します。 switchは Telnet または SSH クライアントとのネット
ワーク接続が可能でなければなりません。また、switchにイネーブル シークレット パスワー
ドを設定しておくことも必要です。
• switchは同時に最大 16 の Telnet セッションをサポートします。 1 人の Telnet ユーザに
よって行われた変更は、他のすべての Telnet セッションに反映されます。
• switchは最大 5 つの安全な SSH セッションを同時にサポートします。
コンソール ポート、イーサネット管理ポート、Telnet セッション、または SSH セッションを
通じて接続すると、管理ステーション上にユーザ EXEC プロンプトが表示されます。
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Web グラフィカル ユーザ インターフェイス
の使用
• Web GUI の使用に関する前提条件, 17 ページ
• Web GUI の使用に関する情報, 17 ページ
• Switch のコンソール ポートの接続, 19 ページ
• Web GUI へのログイン, 19 ページ
• Web モードおよびセキュア Web モードの有効化 , 19 ページ
• Switch Web GUI の設定, 20 ページ

Web GUI の使用に関する前提条件
• GUI は、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2003、または Windows 2000 を
実行する PC 上で使用する必要があります。
• switchGUI は、Microsoft Internet Explorer 6.0 および 7.0、および Mozilla Firefox バージョン 26.0
およびそれ以前と互換性があります。

Web GUI の使用に関する情報
Web ブラウザ、つまり、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）は、各switchに組み込ま
れています。
サービス ポート インターフェイスまたは管理インターフェイスを使用して GUI にアクセスでき
ますが、 サービス ポート インターフェイスの使用をお勧めします。 GUI のページ上部にある
[Help] をクリックすると、オンライン ヘルプが表示されます。 オンライン ヘルプを表示するに
は、ブラウザのポップアップ ブロッカを無効にする必要があります。
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Web GUI の機能
switchWeb GUI は次の機能をサポートします。
構成ウィザード：IP アドレスおよびローカル ユーザ名/パスワードの初期設定、または認証サーバ
での認証（必須特権 15）の後、ウィザードは最初の無線設定を完了するための手順を提供しま
す。 [Configuration] > [Wizard] を起動し、次のことを設定するために、9 ステップの手順に従いま
す。
• 管理ユーザ
• SNMP システムの概要
• 管理ポート
• ワイヤレス管理
• RF Mobility と国番号
• モビリティ設定
• WLAN
• 802.11 設定
• Set Time
[Monitor] タブ：
• 概要のswitch、クライアント、アクセス ポイントの詳細を表示します。
• すべての無線および AP 接続統計情報を表示します。
• アクセス ポイントの電波品質を表示します。
• すべてのインターフェイスおよび CDP トラフィック情報の Cisco Discovery Protocol (CDP) の
すべてのネイバーの一覧を表示します。
• 分類 Friendly、Malicious、Ad hoc、Classified、および Unclassified に基づいて、すべての不正
アクセス ポイントを表示します。
[Configuration] タブ：
• Web 設定ウィザードを使用して、すべての初期操作のためにswitchを設定できます。 ウィ
ザードでは、ユーザの詳細、管理インターフェイスなどを設定できます。
• システム、内部 DHCP サーバ、管理、およびモビリティ管理パラメータを設定できます。
• switch、WLAN、無線を設定できます。
• switchで、セキュリティ ポリシーを設定できます。
• オペレーティング システム ソフトウェアの管理コマンドswitchにアクセスできます。
[Administration] タブで、システム ログを設定できます。

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
18

OL-32605-01-J

Web グラフィカル ユーザ インターフェイスの使用
Switch のコンソール ポートの接続

Switch のコンソール ポートの接続
はじめる前に
基本的な動作ができるようにswitchを設定するには、VT-100 ターミナル エミュレーション プログ
ラム（HyperTerminal、ProComm、Minicom、Tip など）を実行する PC にコントローラを接続する
必要があります。

ステップ 1

ヌルモデム シリアル ケーブルの一端をswitchの RJ-45 コンソール ポートに接続し、もう一端を PC のシリ
アル ポートに接続します。

ステップ 2

AC 電源コードをswitchに接続し、アース付き 100 ～ 240 VAC、50/60 Hz の電源コンセントに差し込みま
す。 電源を入れます。 起動スクリプトによって、オペレーティング システム ソフトウェアの初期化（コー
ドのダウンロードおよび電源投入時自己診断テスト）および基本設定が表示されます。 switchの電源投入
時自己診断テストに合格した場合は、起動スクリプトによって設定ウィザードが実行されます。画面の指
示に従って、基本設定を入力してください。

ステップ 3

yes と入力します。 CLI セットアップ ウィザードの基本的な初期設定パラメータに進みます。 gigabitethernet
0/0 インターフェイスであるサービス ポートの IP アドレスを指定します。
構成ウィザードの設定パラメータを入力すると、Web GUI にアクセスできます。 これで、switchがサービ
ス ポートの IP アドレスにより設定されます。

Web GUI へのログイン
ブラウザのアドレス バーに IP アドレスswitchを入力します。 接続をセキュリティで保護するには、
https://ip-address と入力します。 接続をセキュリティで保護しない場合は、http://ip-address と入力します。

Web モードおよびセキュア Web モードの有効化
ステップ 1

[Configuration] > [Management] > [Protocol Management] > [HTTP-HTTPS]を選択します。
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[HTTP-HTTPS Configuration] ページが表示されます。
ステップ 2

Web モード（ユーザが「http://ip-address」を使用してswitch GUI にアクセスできます）を有効にするには、
[HTTP Access] ドロップダウン リストから [Enabled] を選択します。 有効にしない場合は、[Disabled] を選
択します。 Web モード（HTTP）の接続は、セキュリティで保護されません。

ステップ 3

セキュア Web モード（ユーザが「https://ip-address」を使用してswitch GUI にアクセスできます）を有効に
するには、[HTTPS Access] ドロップダウン リストから [Enabled] を選択します。 有効にしない場合は、
[Disabled] を選択します。 セキュア Web モード（HTTPS）の接続は、セキュリティで保護されています。

ステップ 4

[IP Device Tracking] チェックボックスで、デバイスを追跡することを選択します。

ステップ 5

[Enable] チェックボックスでトラスト ポイントをイネーブルにすることを選択します。

ステップ 6

[Trustpoints] ドロップダウン リストからトラストポイントを選択します。

ステップ 7

[HTTP Timeout-policy (1 to 600 sec)] テキスト ボックスに、非アクティブ化により Web セッションがタイム
アウトするまでの時間を秒単位で入力します。
有効な範囲は 1 ～ 600 秒です。

ステップ 8

[Server Life Time (1 to 86400 sec)] テキスト ボックスにサーバのライフタイムを入力します。
有効な範囲は 1 ～ 86400 秒です。

ステップ 9

[Maximum number of Requests (1 to 86400)] テキスト ボックスに、サーバが受け入れる最大接続要求数を入
力します。
指定できる接続数の範囲は、1 ～ 86400 です。

ステップ 10 [Apply] をクリックします。
ステップ 11 [Save Configuration] をクリックします。

Switch Web GUI の設定
設定ウィザードでは、switch上での基本的な設定を行うことができます。 このウィザードは、switch
を購入した直後やswitchを工場出荷時のデフォルトにリセットした後に実行します。 設定ウィザー
ドは、GUI と CLI の両方の形式で使用できます。

ステップ 1

PC をサービス ポートに接続し、switchと同じサブネットを使用するように IPv4 アドレスを設定します。
switchが IOS XE イメージとともにロードされ、サービス ポート インターフェイスが gigabitethernet 0/0 と
して設定されます。

ステップ 2

PC で Internet Explorer 10 以降、Firefox 2.0.0.11 以降、または Google Chrome を開始し、ブラウザ ウィンド
ウに管理インターフェイスの IP アドレスを入力します。 管理インターフェイスの IP アドレスは、
gigabitethernet 0/0（別名、サービス ポート インターフェイス）と同じです。 初めてログインするときに、
HTTP のユーザ名およびパスワードを入力する必要があります。 デフォルトでは、ユーザ名は admin、パ
スワードは cisco です。
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サービス ポート インターフェイスを使用するときは、HTTP と HTTPS の両方を使用できます。 HTTPS
はデフォルトでイネーブルであり、HTTP をイネーブルにすることもできます。
初めてログインすると、 <Model Number> <Hostname>] ページが表示されます。
ステップ 3

ページで、switch Web GUI の [Home] ページにアクセスするために、[Wireless Web GUI] リンクをクリック
します。

ステップ 4

最初にswitchの設定に必要なすべての手順を実行するために、[Configuration] > [Wizard]を選択します。
[Admin Users] ページが表示されます。

ステップ 5

[Admin Users] ページで、このswitchに割り当てる管理者のユーザ名を [User Name] テキスト ボックスに入
力し、このswitchに割り当てる管理パスワードを [Password] テキスト ボックスおよび [Confirm Password]
テキスト ボックスに入力します。 [Next] をクリックします。
デフォルトのユーザ名は admin で、デフォルトのパスワードは cisco です。 またはswitchの新しい管理者
ユーザを作成できます。 ユーザ名とパスワードには、最大 24 文字の ASCII 文字を入力できます。
[SNMP System Summary] ページが表示されます。

ステップ 6

[SNMP System Summary] ページで、switchの次の SNMP システム パラメータを入力し、[Next] をクリック
します。
• [Location] テキスト ボックスでユーザ定義可能なswitchの場所。
• [Contact] テキスト ボックスで名前や電話番号などのユーザ定義可能な連絡先の詳細。
• SNMP 通知をさまざまな SNMP トラップで送信するには、[SNMP Global Trap] ドロップダウン リス
トで [Enabled] を選択し、さまざまな SNMP トラップに対して SNMP 通知を送信しないようにするに
は [Disabled] を選択します。
• システム ログ メッセージを送信するには [SNMP Logging] ドロップダウン リストから [Enabled] を選
択し、システム ログ メッセージを送信しない場合は [Disabled] を選択します。
SNMP トラップ サーバは、ディストリビューション ポートから到達可能であることが必要です
（gigabitethernet0/0 サービスまたは管理インターフェイスは経由しません）。
[Management Port] ページが表示されます。
（注）

ステップ 7

[Management Port] ページで、管理ポートのインターフェイス（gigabitethernet 0/0）の次のパラメータを入
力し、[Next] をクリックします。
• [IP Address] テキスト ボックスでサービス ポートに割り当てたインターフェイスの IP アドレス。
• [Netmask] テキスト ボックスで、管理ポートのインターフェイスのネットワーク マスクのアドレス。
• [IPv4 DHCP Server] テキスト ボックスで選択されたポートの IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) のアドレス。
[Wireless Management] ページが表示されます。

ステップ 8

[Wireless Management] ページでは、次のワイヤレス インターフェイス管理の詳細を入力し、[Next] をク
リックします。
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• [Select Interface] ドロップダウン リストから、インターフェイスとして VLAN または 10 ギガビット
イーサネットを選択します。
• [VLAN ID] テキスト ボックスで VLAN タグの ID。VLAN タグがない場合は 0。
• [IP Address] テキスト ボックスで、アクセス ポイントが接続されたワイヤレス管理インターフェイス
の IP アドレス。
• [Netmask] テキスト ボックスで、ワイヤレス管理インターフェイスのネットワーク マスクのアドレ
ス。
• [IPv4 DHCP Server] テキスト ボックスで DHCP IPv4 IP アドレス。
インターフェイスとして VLAN を選択すると、[Switch Port Configuration] テキスト ボックスで指定された
リストから、ポートとしてトランク ポートまたはアクセス ポートを指定できます。
[RF Mobility and Country Code] ページが表示されます。
ステップ 9

[RF Mobility and Country Code] ページで、RF モビリティ ドメイン名を [RF Mobility] テキスト ボックスに
入力し、[Country Code] ドロップダウン リストから現在の国コードを選択して、[Next] をクリックします。
GUI からは、1 つの国番号のみを選択できます。
（注）
RF グループ化パラメータとモビリティ設定を設定する前に、必ず関連する概念のコンテンツを
参照してから、設定に進むようにしてください。
[Mobility Configuration] ページが開き、モビリティのグローバル コンフィギュレーション設定が表示され
ます。

ステップ 10 [Mobility Configuration] ページで、次のモビリティのグローバル コンフィギュレーション設定を参照およ
び入力し、[Next] をクリックします。
• [Mobility Role] ドロップダウン リストから、[Mobility Controller] または [Mobility Agent] を選択しま
す。
• [Mobility Agent] を選択した場合は、[Mobility Controller IP Address] テキスト ボックスにモビリ
ティ コントローラの IP アドレス、[Mobility Controller Public IP Address] テキスト ボックスにモ
ビリティ コントローラの IP アドレスを入力します。
• [Mobility Controller] を選択すると、モビリティ コントローラの IP アドレスとモビリティ コント
ローラのパブリック IP アドレスがそれぞれのテキスト ボックスに表示されます。
• [Mobility Protocol Port] テキスト ボックスにモビリティ プロトコルのポート番号が表示されます。
• [Mobility Switch Peer Group Name] テキスト ボックスにモビリティ スイッチのピア グループ名が表示
されます。
• [DTLS Mode] テキスト ボックスで、DTLS がイネーブルであるかどうかが示されます。
DTLS は、標準化過程にある TLS に基づくインターネット技術特別調査委員会（IETF）プロトコル
です。
• [Mobility Domain ID for 802.11 radios] テキスト ボックスに、802.11 無線のモビリティ ドメイン ID が
表示されます。
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• [Mobility Keepalive Interval (1-30)sec] テキスト ボックスで、ピア switchに送信する各 ping 要求の間隔
（秒単位）。
有効範囲は 1 ～ 30 秒で、デフォルト値は 10 秒です。
• [Mobility Keep Alive Count（3-20）] テキスト ボックスで、ピア switchが到達不能と判断するまでに
ping 要求を送信する回数。
有効な範囲は 3 ～ 20 で、デフォルト値は 3 です。
• [Mobility Control Message DSCP Value (0-63)] テキスト ボックスで、モビリティ switchに設定される
DSCP 値。
有効な範囲は 0 ～ 63 で、デフォルト値は 0 です。
• [Switch Peer Group Members Configured] テキスト ボックスで設定したモビリティ スイッチ ピア グルー
プ メンバーの数を表示します。
[WLANs] ページが表示されます。
ステップ 11 [WLANs] ページで、次の WLAN 設定パラメータを入力し、[Next] をクリックします。
• [WLAN ID] テキスト ボックスで WLAN 識別子。
• [SSID] テキスト ボックスで、クライアントに関連付けられている WLAN の SSID。
• [Profile Name] テキスト ボックスで、クライアントが使用する WLAN の名前。
[802.11 Configuration] ページが表示されます。
ステップ 12 [802.11 Configuration] ページで、[802.11a/n/ac] チェックボックスと [802.11b/g/n] チェックボックスのいず
れかまたは両方をオンにして 802.11 無線をイネーブルにし、[Next] をクリックします。
[Set Time] ページが表示されます。
ステップ 13 [Set Time] ページで、次のパラメータに基づいてswitchの日時を設定し、[Next] をクリックします。
• [Current Time] テキスト ボックスで、switchの現在のタイムスタンプが表示されます。
• [Mode] ドロップダウン リストから [Manual] または [NTP] を選択します。
NTP サーバの使用時に、switchに接続されているすべてのアクセス ポイントが、使用可能な NTP サー
バ設定に基づいて時間を同期します。
• [Year, Month, and Day] ドロップダウン リストからswitchの日付を選択します。
• [Hours, Minutes, and Seconds] ドロップダウン リストから時間を選択します。
• 時間帯を [Zone] テキスト ボックスに入力し、switchで設定された現在の時刻と比較した場合に必要な
オフセットを [Offset] ドロップダウン リストから選択します。
[Save Wizard] ページが表示されます。
ステップ 14 [Save Wizard] ページで、この手順を使用してswitchで行った設定を確認できます。設定値を変更する場合
は、[Previous] をクリックし、該当ページに移動します。
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すべてのウィザードについて成功メッセージが表示された場合にのみ、ウィザードを使用して作成した
switch設定を保存できます。 [Save Wizard] ウィザード ページでエラーが表示された場合、switchの初期設
定のためにウィザードを再実行する必要があります。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。 このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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QoS の前提条件
標準 QoS を設定する前に、次の事項を十分に理解しておく必要があります。
• 標準 QoS の概念。
• ワイヤレスの概念とネットワーク トポロジ。
• 従来の Cisco IOS QoS。
• モジュラ QoS CLI（MQC）
• QoS 実装について。
• 使用するアプリケーションのタイプおよびネットワークのトラフィック パターン
• トラフィックの特性およびネットワークのニーズ。 たとえば、ネットワークのトラフィック
がバーストであるかどうか 音声およびビデオ ストリーム用の帯域幅確保の必要性
• ネットワークの帯域幅要件および速度
• ネットワーク上の輻輳発生箇所
関連トピック
有線ターゲットの QoS に関する制約事項, （69 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （72 ページ）

QoS コンポーネント
QoS は、次の主要コンポーネントで構成されています。
• 分類：分類は、ACL、DiffServ コード ポイント（DSCP）、サービス クラス（CoS）、および
その他の要因に基づいて、トラフィックの 1 つのタイプを区別するプロセスです。
• マーキングと変換：マーキングは、特定の情報をネットワークのダウンストリーム デバイス
に伝送するか、スイッチ内の 1 つのインターフェイスから別のインターフェイスに情報を伝
送するためにトラフィック上で使用されます。トラフィックをマークすると、そのトラフィッ
クの QoS 動作が適用されます。 これは、set コマンドを直接使用するか、入力値を受け取っ
て出力の値に直接変換するテーブル マップで実行できます。
• シェーピングとポリシング：シェーピングはダウンストリーム デバイスで輻輳が発生しない
ようにトラフィック レートを調整しながら、トラフィックの最大レートを強制するプロセス
のことです。 最も一般的な形式のシェーピングは、物理または論理インターフェイスから送
信されるトラフィックを制限するために使用されます。 ポリシングは、トラフィック クラ
スに最大レートを強制するために使用されます。 レートを超過した場合は、イベント発生直
後に特定のアクションが実行されます。
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• キューイング：キューイングは、トラフィックの輻輳を防止するために使用されます。 トラ
フィックは、帯域割り当てに基づいて処理およびスケジューリングするために、特定のキュー
に送信されます。 次に、トラフィックはポートを介してスケジュールまたは送信されます。
• 帯域幅：帯域幅の割り当てにより、QoS ポリシーが適用されるトラフィックで使用可能な容
量が決まります。
• 信頼：信頼により、トラフィックがスイッチを通過できるようになります。明示なポリシー
設定がない場合、エンド ポイントから、またはエンド ポイントへの DSCP 値、precedence
値、または CoS 値は保持されます。

QoS の用語
この QoS コンフィギュレーション ガイドでは、次の用語が同じ意味で使用されます。
• アップストリーム（スイッチに対する方向）は、入力と同じ意味です。
• ダウンストリーム（スイッチに対する方向）は、出力と同じ意味です。

（注）

アップストリームは、ワイヤレスから有線への方向を指します。 ダウンストリームは、有線
からワイヤレスへの方向を指します。 ワイヤレスからワイヤレスへの方向を指す用語はあり
ません。

QoS の概要
QoS の概要
Quality of Service（QoS）を設定することで、他のトラフィック タイプの代わりに特定のトラフィッ
ク タイプを優先的に処理できます。 QoS を設定しなかった場合、switch はパケットの内容やサイ
ズに関係なく、各パケットにベストエフォート型のサービスを提供します。 switchは、信頼性、
遅延限界、またはスループットが保証されていないパケットを送信します。
次に、QoS が提供する具体的な機能を示します。
• 低遅延
• 帯域幅保証
• バッファリング能力とドロップ分野
• トラフィック ポリシング
• フレームまたはパケット ヘッダーの属性変更のイネーブル化
• 関連サービス
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関連トピック
有線ターゲットの QoS に関する制約事項, （69 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （72 ページ）

モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）
switchでは、QoS 機能はモジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）を使用してイ
ネーブルにできます。 MQC はコマンドライン インターフェイス（CLI）構造を採用しています。
これを使用すると、トラフィック ポリシーを作成し、作成したポリシーをインターフェイスにア
タッチできます。 1 つのトラフィック ポリシーには、1 つのトラフィック クラスと 1 つ以上の
QoS 機能が含まれます。 トラフィック クラスがトラフィックを分類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処理方法を決定します。
MQC の主な目的の 1 つは、プラットフォームに依存しないインターフェイスを提供することによ
り、シスコ プラットフォーム全体の QoS を設定することです。

ワイヤレス QoS の概要
ワイヤレス QoS は次のワイヤレス ターゲットで設定できます。
• アクセス ポイントを関連付けることができるすべての物理ポートを含むワイヤレス ポート。
• Radio
• SSID（無線単位、AP 単位、SSID 単位で適用可能）
• クライアント
次の表に、ワイヤレス ターゲットでポリシーがどのようにサポートされるかを示します。
表 4：ワイヤレス ターゲットのポリシーのサポート

ワイヤレスターゲット サポートされるワイヤ 出力方向をサポートす 入力方向をサポートす
レスターゲットのポリ るポリシー
るポリシー
シー
ワイヤレス ポート

はい

はい：ユーザ設定可能 いいえ

Radio

はい

はい：ただし、ユーザ いいえ
設定不可

SSID

はい

はい：ユーザ設定可能 はい：ユーザ設定可能

クライアント

はい

はい：ユーザ設定可能 はい：ユーザ設定可能

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
28

OL-32605-01-J

QoS の設定
QoS の概要

（注）

ユーザが設定可能なその他のポリシーには、複数宛先のポリサーおよび VLAN が含まれます。
ワイヤレス QoS は次の機能をサポートします。
• 出力方向のキューイング。
• ワイヤレス トラフィックのポリシング
• 出力方向のワイヤレス トラフィックのシェーピング。
• 出力方向の Approximate Fair Drop（AFD）。
• QoS のモビリティ サポート。
• Cisco Unified Wireless Controller で使用可能な貴金属の QoS ポリシーとの互換性。
• CLI/Traffic クラス（TCLAS）および CLI/スヌーピングの組み合わせ。

ワイヤレス用の QoS および IPv6
スイッチは IPv4 および IPv6 トラフィックの QoS をサポートし、クライアント ポリシーに IPv4 お
よび IPv6 のフィルタを設定できます。

有線およびワイヤレス アクセスでサポートされる機能
次の表で、有線およびワイヤレス アクセスでサポートされる機能について説明します。
表 5：有線およびワイヤレス アクセスでサポートされる QoS 機能

機能
ターゲット

有線

ワイヤレス

• ギガビットイーサネッ
ト
• 10 ギガビット イーサ
ネット
• VLAN

• ワイヤレス ポート（CAPWAP トンネル）
• SSID
• クライアント
• Radio
• CAPWAP マルチキャスト トンネル
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機能

有線

設定手順

service-policy コマンドを使
用してインストールされた
QoS ポリシー。

ワイヤレス
• アクセス ポイントがスイッチに加入する
と、スイッチはポートにポリシーをイン
ストールします。ポートポリシーには、
port_child_policy という子ポリシーがあ
ります。
• ポリシーは、無線のレートに設定された
シェーパーを持つ無線にインストールさ
れます。 デフォルトの無線ポリシー（変
更不可）が無線に付加されます。
• WMM クライアントがアソシエートし、
アドミッション コントロールが無線でイ
ネーブルにされた場合、デフォルトのク
ライアント ポリシーが有効になります。
• ユーザは port_child_policy を変更して、
さらにクラスを追加できます。
• ユーザは SSID レベルでユーザ定義のポ
リシーを付加できます。
• ユーザはクライアント レベルでユーザ定
義のポリシーを付加できます。

ポート レベルで許 ポートでは最大 8 つの
可されたキューの数 キューがサポートされま
す。

4 つのキューだけがサポートされています。
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機能

有線

分類メカニズム

ワイヤレス
• ポート レベル

• DSCP
• IP precedence

◦ 入力：ワイヤレス ポートの入力で
QoS ポリシーがサポートされていま
せん。

• CoS
• QoS-group
• 次を含む ACL のメン
バーシップ：
◦ IPv4 ACL

◦ 出力：DSCP ベースの分類だけで
す。
• SSID レベル

◦ IPv6 ACL

◦ 入力： DSCP、UP

◦ MAC ACL

◦ 出力：DSCP、CoS、QoS グループ
• クライアント レベル
◦ 入力：ACL、DSCP、 Up
◦ 出力：ACL、DSCP、COS

関連トピック
ポート ポリシーの形式, （33 ページ）

ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能
次の表に、ワイヤレス ターゲットで使用可能なさまざまな機能について説明します。
表 6：ワイヤレス ターゲットで使用可能な QoS 機能

Target
ポート

Radio

機能

トラフィッ ポリシーが適用さ 注
ク
れる方向

非リアルタ ダウンストリーム
イム
• プライオリティキューイング （NRT）、
• マルチキャストのポリシング リアルタイ
ム（RT）
• ポート シェーパー

• シェーピング

非リアルタ ダウンストリーム 無線ポリシーは
イム
ユーザ設定可能で
はありません。
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Target

機能

SSID

• シェーピング
• Police
• テーブル マップ
• BRR

クライ
アント

• Set
• Police

トラフィッ ポリシーが適用さ 注
ク
れる方向
非リアルタ アップストリーム シェーピングおよ
イム、リア およびダウンスト び BRR などの
ルタイム
リーム
キューイング アク
ションは、ダウン
ストリーム方向に
のみ許可されま
す。
非リアルタ アップストリーム
イム、リア およびダウンスト
ルタイム
リーム

関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
ポート ポリシー, （32 ページ）
ポート ポリシーの形式, （33 ページ）
無線ポリシー, （35 ページ）
WLAN での SSID またはクライアント ポリシーの適用（CLI）, （96 ページ）
SSID ポリシーの設定（GUI）, （94 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
SSID ポリシー, （35 ページ）
クライアント ポリシーの設定（CLI）
クライアント ポリシーの設定（GUI）, （83 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
クライアント ポリシー, （36 ページ）

ポート ポリシー
switchはポートベースのポリシーをサポートしています。 ポート ポリシーには、ポート シェー
パーと子ポリシー（port_child_policy）が含まれます。

（注）

ポートの子ポリシーは、スイッチの有線ポートではなく、ワイヤレス ポートにだけ適用され
ます。 ワイヤレス ポートは、AP が join するポートとして定義されます。 デフォルト ポート
の子ポリシーは、起動時にスイッチのワイヤレス ポートに適用されます。ポートのシェーパー
レートは 1G に制限されています
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ポート シェーパーは、デバイスと AP 間で適用可能なトラフィック ポリシーを指定します。 これ
は、アクセス ポイントでサポートされる無線レートの合計です。
子ポリシーは、ポート子ポリシーで定義されたパケットとキューの間のマッピングを指定します。
子ポリシーは、音声、ビデオ、class-default、および non-client-nrt クラスを含めるように設定でき
ます。この音声とビデオは、DSCP 値（外部 CAPWAP ヘッダーの DSCP 値）に基づいています。
class-default の定義は、音声およびビデオ DSCP 以外の値としてシステムに認識されます。
DSCP 値は、パケットがポートに到達するときに割り当てられます。 パケットがポートに到着す
る前に、SSID ポリシーがパケットに適用されます。 ポートの子ポリシーには、特定のポート ト
ラフィックでのマルチキャストの割合が含まれます。 デフォルトでは、ポートの子ポリシーは使
用できるレートの最大 10 % を割り当てます。
関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （72 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （145 ページ）

ポート ポリシーの形式
ここでは、スイッチのポート ポリシーの動作について説明します。 スイッチ ポートでは、有線
またはワイヤレスの物理ポートは区別されません。 ポリシーは、スイッチに関連付けられたデバ
イスの種類に応じて適用されます。 たとえば、アクセス ポイントがスイッチ ポートに接続され
ている場合、スイッチはアクセスポイントをワイヤレスデバイスとして検出し、親子ポリシー形
式のデフォルトの階層型ポリシーを適用します。このポリシーは、階層型ポリシーです。親ポリ
シーは変更できませんが、子ポリシー（port-child ポリシー）は、QoS 設定に合わせて変更できま
す。 スイッチは、デフォルトのクラス マップとポリシー マップで事前に設定されます。
デフォルトのクラス マップ：
Class Map match-any non-client-nrt-class
Match non-client-nrt

上記のポート ポリシーは、すべてのネットワーク トラフィックを Q3 キューへと処理します。
show class-map コマンドを実行して、クラス マップを表示できます。
デフォルトのポリシー マップ：
Policy Map port_child_policy
Class non-client-nrt-class
bandwidth remaining ratio 10

（注）

リストされているクラス マップとポリシー マップはシステム定義ポリシーであり、変更でき
ません。
次に、ワイヤレス デバイスが関連付けられているポートで使用可能なシステム定義のポリシー
マップを示します。 親ポリシーと子ポリシー サービス（port_child_policy）で構成される形式で
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す。 ネットワークのニーズに応じてポリシーをカスタマイズするには、ポートの子ポリシーを設
定する必要があります。
Policy-map policy_map_name
Class class-default
Shape average average_rate
Service-policy port_child_policy

（注）

親ポリシーは自動生成され、変更できません。 ネットワークの QoS 要件に合わせて
port_child_policy ポリシーを設定する必要があります。
ネットワーク トラフィックのタイプによっては、ポートの子ポリシーを設定できます。 たとえ
ば、一般的なワイヤレスネットワーク構成において、音声およびビデオトラフィックに特定のプ
ライオリティを割り当てることができます。 次に例を示します。
Policy-map port_child_policy
Class voice-policy-name (match dscp ef)
Priority level 1
Police (multicast-policer-name-voice) Multicast Policer
Class video-policy-name (match dscp af41)
Priority level 2
Police (multicast-policer-name-video) Multicast Policer
Class non-client-nrt-class traffic(match non-client-nrt)
Bandwidth remaining ratio (brr-value-nrt-q2)
Class class-default (NRT Data)
Bandwidth remaining ratio (brr-value-q3)

上記のポートの子ポリシー：
• voice-policy-name：音声パケット トラフィック用のルールを指定するクラス名を参照します。
DSCP 値は 46（キーワード ef で表される）にマッピングされます。 音声トラフィックには
プライオリティ 1 が割り当てられます。
• video-policy-name：ビデオ パケット トラフィック用のルールを指定するクラス名を参照しま
す。 DSCP 値は 34（キーワード af41 で表される）にマッピングされます。
• multicast-policer-name-voice：マルチキャスト音声トラフィックを設定する必要がある場合、
音声クラス マップのポリシングを設定できます。
• multicast-policer-name-video：マルチキャスト ビデオ トラフィックを設定する必要がある場
合、ビデオ クラス マップのポリシングを設定できます。
上記の設定例では、すべての音声およびビデオ トラフィックは Q0 および Q1 キューにそれぞれ送
信されます。 これらのキューは完全プライオリティを維持します。 Q0 および Q1 のパケットはこ
の順序で処理されます。 帯域幅余剰比率 brr-value-nrt-q2 および brr-value-q3 はそれぞれ、クラス
マップ、class-default および non-client-nrt で指定された Q2 と Q3 に送信されます。 Q2 および Q3
のパケット処理は重み付けラウンド ロビン アプローチに基づいています。 たとえば brr-value-nrtq2
の値が 90 で brr-value-nrtq3 が 10 である場合、キュー 2 とキュー 3 のパケットは 9:1 の比率で処理
されます。
関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
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ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （72 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （145 ページ）
有線およびワイヤレス アクセスでサポートされる機能, （29 ページ）
ポリシー マップ, （47 ページ）

無線ポリシー
無線ポリシーはシステム定義であり、ユーザは設定できません。無線ワイヤレスターゲットは、
出力方向にだけ適用されます。
無線ポリシーは無線単位、アクセス ポイント単位で適用されます。 無線のレート制限は、AP 無
線レートの実際の制限です。この値は、アクセスポイントでサポートされている無線の合計と同
じです。
次の無線がサポートされます。
• 802.11 a/n
• 802.11 b/n
• 802.11 ac
関連トピック
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （72 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）

SSID ポリシー
入力および出力方向で SSID BSSID（基本サービス セット ID）の QoS ポリシーを作成できます。
デフォルトでは、SSID ポリシーはありません。 SSID の名前に基づいて SSID ポリシーを設定で
きます。 ポリシーは、BSSID 単位で適用できます。
SSID で作成できるポリシーのタイプには、テーブル マップ（table-map）、シェープ レート、RT1
（Real Time 1）および RT2（Real Time 2）ポリサーを使用したマーキングが含まれます。 トラ
フィックが入力の場合は、通常、SSID でマーキング ポリシーを設定します。 トラフィックがダ
ウンストリームの場合は、マーキングおよびキューイングを設定できます。
ポートと SSID で設定されているポリシー間では、1 対 1 のマッピングが必要です。 たとえば、
ポートでクラス音声とクラス ビデオを設定すると、SSID に同様のポリシーを設定できます。
SSID のプライオリティは、帯域幅余剰比率を設定して指定できます。 SSID ポリシーのキューイ
ングは、ダウンストリーム方向で適用されます。
関連トピック
WLAN での SSID またはクライアント ポリシーの適用（CLI）, （96 ページ）
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SSID ポリシーの設定（GUI）, （94 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：SSID ポリシー
例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定, （145 ページ）

クライアント ポリシー
クライアント ポリシーは、入力方向と出力方向に適用できます。 switchのワイヤレス制御モジュー
ルは、WMM クライアントでアドミッション制御がイネーブルの場合に、デフォルト クライアン
ト ポリシーを適用します。 アドミッション制御がディセーブルの場合、デフォルト クライアン
ト ポリシーはありません。 クライアントではポリシング ポリシーおよびマーキング ポリシーを
設定できます。

（注）

クライアント ポリシーには、IPv4 フィルタと IPv6 フィルタの両方を設定できます。
クライアント ポリシーは次のように設定できます。
• AAA の使用
• Cisco IOS MQC CLI の使用
◦ WLAN 設定で service policy client コマンドを使用できます。
• デフォルト設定の使用

（注）

ユニファイド ワイヤレス コントローラ手順を設定し、MQC QoS コマンドを使用して AAA を
設定した場合は、MQC QoS コマンドによって設定されたポリシーが優先されます。

（注）

WLAN にクライアント ポリシーを適用する場合は、クライアント ポリシーを変更する前に
WLAN をディセーブルにします。 SSID ポリシーは、WLAN がイネーブルでも変更できます。
関連トピック
クライアント ポリシーの設定（CLI）
クライアント ポリシーの設定（GUI）, （83 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：クライアント ポリシー, （147 ページ）
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Hierarchical QoS（階層型 QoS）
スイッチは階層型 QoS（HQoS）をサポートします。 HQoS を使用すると、次の作業を実行できま
す。
• 階層型分類：トラフィック分類は、他のクラスに基づいています。
• 階層型ポリシング：階層型ポリシーの複数のレベルでポリシングを設定するプロセス。
• 階層型シェーピング：シェーピングは、階層の複数のレベルで設定できます。

階層型シェーピングは、ポート シェーパーでのみサポートされます。ポート
シェーパーでは、親に対してクラス デフォルトの設定だけが可能で、クラス
デフォルトのアクションはシェーピングだけです。

（注）

関連トピック
例：階層型分類, （142 ページ）
例：階層型ポリシーの設定, （142 ページ）

階層型ワイヤレス QoS
switchは、ワイヤレス ターゲットの階層型 QoS をサポートしています。 階層型 QoS ポリシーは、
ポート、無線、SSID、およびクライアントに適用されます。 デバイスに設定された QoS ポリシー
（マーキング、シェーピング、ポリシングを含む）は、複数のターゲットに適用できます。 ネッ
トワークに非リアルタイム トラフィックが含まれている場合、非リアルタイム トラフィックは
Approximate Fair Drop に従います。 階層は、デバイスに送信されるパケット上のさまざまな QoS
ポリシーの適用プロセスに関係します。 親と子ポリシーの両方に対してポリシングを設定できま
す。
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この図では、ワイヤレス ネットワークで使用可能なさまざまなターゲット、および階層型ワイヤ
レス設定を示します。 ワイヤレス QoS には、無線単位、WLAN 単位、およびクライアント単位
で制約が適用されます。
図 1：階層型 QoS

ワイヤレス パケット形式
この図は、階層型ワイヤレス QoS で使用されるワイヤレス パケット フローおよびカプセル化を
示します。 着信パケットは、switchに入ります。 switchはこの着信パケットをカプセル化し、
802.11e および CAPWAP ヘッダーを追加します。
図 2：最初のパスでの出力方向のワイヤレス パケット パス

階層型 AFD
Approximate Fair Dropping（AFD）は、Cisco IOS の QoS インフラストラクチャが提供する機能で
す。 ワイヤレス ターゲットの場合、AFD は SSID（シェーピングによる）とクライアント（ポリ
シングによる）で設定できます。 AFD のシェーピング レートはダウンストリーム方向のみに適
用されます。 ユニキャストのリアルタイム トラフィックは AFD ドロップの対象ではありません。
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QoS の実装
ネットワークは通常、ベスト エフォート型の配信方式で動作します。したがって、すべてのトラ
フィックに等しいプライオリティが与えられ、適度なタイミングで配信される可能性はどのトラ
フィックでも同等です。 輻輳が発生すると、すべてのトラフィックが等しくドロップされます。
QoS 機能を設定すると、特定のネットワーク トラフィックを選択し、相対的な重要性に応じてそ
のトラフィックに優先度を指定し、輻輳管理および輻輳回避技術を使用して、優先処理を実行で
きます。 ネットワークに QoS を実装すると、ネットワーク パフォーマンスがさらに予測しやす
くなり、帯域幅をより効率的に利用できるようになります。
QoS は、インターネット技術特別調査委員会（IETF）の規格である Differentiated Services
（Diff-Serv）アーキテクチャに基づいて実装されます。 このアーキテクチャでは、ネットワーク
に入るときに各パケットを分類することが規定されています。
この分類は IP パケット ヘッダーに格納され、推奨されない IP タイプ オブ サービス（ToS）フィー
ルドの 6 ビットを使用して、分類（クラス）情報として伝達されます。 分類情報をレイヤ 2 フ
レームでも伝達できます。
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次の図にレイヤ 2 フレームまたはレイヤ 3 パケットの特殊ビットを示します。
図 3：フレームおよびパケットにおける QoS 分類レイヤ

関連トピック
有線ターゲットの QoS に関する制約事項, （69 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （72 ページ）

レイヤ 2 フレームのプライオリティ ビット
レイヤ 2 の ISL（スイッチ間リンク）フレーム ヘッダーには、下位 3 ビットで IEEE 802.1p サービ
ス クラス（CoS）値を伝達する 1 バイトのユーザ フィールドがあります。 レイヤ 2 ISL トランク
として設定されたポートでは、すべてのトラフィックが ISL フレームに収められます。
レイヤ 2 802.1Q フレーム ヘッダーには、2 バイトのタグ制御情報フィールドがあり、上位 3 ビッ
ト（ユーザ プライオリティ ビット）で CoS 値が伝達されます。 レイヤ 2 802.1Q トランクとして
設定されたポートでは、ネイティブ Virtual LAN（VLAN）のトラフィックを除くすべてのトラ
フィックが 802.1Q フレームに収められます。
他のフレーム タイプでレイヤ 2 CoS 値を伝達することはできません。
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レイヤ 2 CoS 値の範囲は、0（ロー プライオリティ）～ 7（ハイ プライオリティ）です。

レイヤ 3 パケットのプライオリティ ビット
レイヤ 3 IP パケットは、IP precedence 値または Diffserv コード ポイント（DSCP）値のいずれかを
伝送できます。 DSCP 値は IP precedence 値と下位互換性があるので、QoS ではどちらの値も使用
できます。
IP precedence 値の範囲は 0 ～ 7 です。 DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。

分類を使用したエンドツーエンドの QoS ソリューション
インターネットにアクセスするすべてのスイッチおよびルータはクラス情報に基づいて、同じク
ラス情報が与えられているパケットは同じ扱いで転送を処理し、異なるクラス情報のパケットは
それぞれ異なる扱いをします。 パケットのクラス情報は、設定されているポリシー、パケットの
詳細な検証、またはその両方に基づいて、エンド ホストが割り当てるか、または伝送中にスイッ
チまたはルータで割り当てることができます。 パケットの詳細な検証は、コア スイッチおよび
ルータの負荷が重くならないように、ネットワークのエッジ付近で行います。
パス上のスイッチおよびルータは、クラス情報を使用して、個々のトラフィック クラスに割り当
てるリソースの量を制限できます。 Diff-Serv アーキテクチャでトラフィックを処理するときの、
各デバイスの動作をホップ単位動作といいます。 パス上のすべてのデバイスに一貫性のあるホッ
プ単位動作をさせることによって、エンドツーエンドの QoS ソリューションを構築できます。
ネットワーク上で QoS を実装する作業は、インターネットワーキング デバイスが提供する QoS
機能、ネットワークのトラフィック タイプおよびパターン、さらには着信および発信トラフィッ
クに求める制御のきめ細かさによって、簡単にも複雑にもなります。

パケット分類
パケット分類は、特定の基準に基づいて定義したポリシーの複数のクラスの 1 つに属するものと
してパケットを識別するプロセスです。 モジュラ QoS CLI（MQC）は、ポリシークラス ベースの
言語です。 ポリシー クラスの言語は、次の定義に使用されています。
• 1 つまたは複数の一致基準があるクラス マップ テンプレート
• 1 つまたは複数のクラスがポリシー マップに関連付けられているポリシーマップ テンプレー
ト
ポリシーマップ テンプレートは、スイッチの 1 つまたは複数のインターフェイスに関連付けられ
ます。
パケット分類は、ポリシー マップで定義されたクラスの 1 つに属するものとしてパケットを識別
するプロセスです。 分類プロセスは、処理されるパケットがクラス内の特定のフィルタに一致し
た場合に終了します。 これは、最初の一致による終了と呼ばれます。 つまり、ポリシー マップ
内のクラスの順序に関係なく、パケットがポリシー内の複数のクラスに一致する場合、最初のク
ラスの一致後に分類プロセスが終了します。
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パケットがポリシーのクラスと一致しない場合は、ポリシーのデフォルト クラスに分類されま
す。 すべてのポリシー マップには、システム定義のクラスのデフォルト クラスがあり、どのユー
ザ定義クラスにも一致しないパケットに一致します。
パケット分類は次のタイプに分類できます。
• パケットと合わせて伝搬される情報に基づく分類
• スイッチ固有の情報に基づく分類
• 階層型分類

パケットと合わせて伝搬される情報に基づく分類
パケットの一部としてエンドツーエンドまたはホップ間で伝搬される情報に基づく分類には、一
般的に次のものがあります。
• レイヤ 3 またはレイヤ 4 ヘッダーに基づく分類
• レイヤ 2 情報に基づく分類
レイヤ 3 またはレイヤ 4 ヘッダーに基づく分類
これは最も一般的な導入シナリオです。 レイヤ 3 およびレイヤ 4 ヘッダーの多くのフィールド
は、パケット分類に使用できます。
最もきめ細かいレベルでは、この分類方法はフロー全体を照合するために使用できます。 この導
入タイプで、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用できます。 ACL は、フローのさまざ
まなサブセット（送信元 IP アドレスのみ、宛先 IP アドレスのみ、または両方の組み合わせなど）
に基づく照合に使用することもできます。
分類は、IP ヘッダーの precedence 値または DSCP 値に基づいて実行することもできます。 IP
precedence フィールドは、特定のパケットを処理する必要がある相対プライオリティを示すため
に使用されます。 これは、IP ヘッダー内のタイプ オブ サービス（ToS）バイトの 3 ビットで構成
されます。
次の表に、さまざまな IP precedence ビット値と名前を示します。
（注）
IP precedence はワイヤレス QoS ではサポートされませ
ん。
表 7：IP precedence 値と名前

IP precedence 値

IP precedence ビット

IP precedence の名前

0

000

ルーチン

1

001

プライオリティ

2

010

Immediate

3

011

Flash
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（注）

IP precedence 値

IP precedence ビット

IP precedence の名前

4

100

フラッシュ オーバーライド

5

101

Critical

6

110

インターネットワーク制御

7

111

ネットワーク制御

ネットワークのルーティング制御トラフィックすべては、IP precedence 値 6 をデフォルトで使
用します。 また、IP precedence 値 7 は、ネットワーク制御トラフィック用に予約されていま
す。 したがって、IP precedence 値 6 および 7 はユーザ トラフィック用に推奨されません。
DSCP フィールドは、IP ヘッダーの 6 ビットで構成され、インターネット技術特別調査委員会
（IETF）の DiffServ ワーキング グルーにより標準化されています。 DSCP ビットが含まれた元の
ToS バイトは、DSCP バイトの名前を変更しました。 DSCP フィールドは、IP precedence と同様に
IP ヘッダーの一部です。 DSCP フィールドは、IP precedence フィールドのスーパー セットです。
したがって、DSCP フィールドは、IP precedence に関連して説明した内容と同様の方法で使用さ
れ、設定されます。

（注）

DSCP フィールド定義は IP precedence 値と下位互換性があります。

レイヤ 2 ヘッダーに基づく分類
レイヤ 2 ヘッダー情報に基づく分類は、さまざまな方法で実行できます。 最も一般的な方法は次
のとおりです。
• MAC アドレスベースの分類（アクセス グループの場合のみ）：分類は送信元 MAC アドレ
ス（入力方向のポリシー用）および宛先 MAC アドレス（出力方向のポリシー用）に基づい
ています。
• サービス クラス：分類は、IEEE 802.1p 標準に基づくレイヤ 2 ヘッダーの 3 ビットに基づい
て行われます。 これは通常、IP ヘッダーの ToS バイトにマッピングします。
• VLAN ID：分類は、パケットの VLAN ID に基づいて行われます。

（注）

レイヤ2ヘッダー内のこれらフィールドの一部は、ポリシーを使用して設定することもできま
す。
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デバイス固有の情報に基づく分類（QoS グループ）
スイッチは分類がパケット ヘッダーまたはペイロードの情報に基づいていない場合に使用できる
分類メカニズムを提供します。
複数の入力インターフェイスから出力インターフェイスの特定のクラスに送信されるトラフィッ
クを集約する必要が生じる場合があります。 たとえば、複数のカスタマー エッジ ルータが、異
なるインターフェイスの同じアクセス スイッチに接続される可能性があります。 サービス プロ
バイダーは、特定のレートでコアに送信されるすべての集約音声トラフィックをポリシングする
場合があります。 ただし、異なるカスタマーからの音声トラフィックには、異なる ToS 設定がな
されている可能性があります。 QoS グループベースの分類は、次のシナリオで役立つ機能です。
入力インターフェイスで設定されたポリシーは、QoS グループを特定の値に設定します。この値
は出力インターフェイスでイネーブルになっているポリシーのパケットの分類に使用できます。
QoS グループは、スイッチ内部のパケット データ構造内のフィールドです。 QoS グループは、ス
イッチの内部ラベルであり、パケット ヘッダーの一部ではないことに注意してください。

階層型分類
スイッチでは、他のクラスに基づく分類を実行できます。 通常このアクションは、1 つのクラス
マップに複数クラスの分類メカニズム（フィルタ）を組み合わせる場合に必要になります。

QoS 有線モデル
QoS を実装するには、スイッチで次のタスクを実行する必要があります。
• トラフィック分類：パケットまたはフローを相互に区別します。
• トラフィック マーキングおよびポリシング：パケットがスイッチを移動するときに、特定の
QoS を示すラベルを割り当て、パケットが設定されたリソース使用率制限に準拠するように
します。
• キューイングおよびスケジューリング：リソース競合があるすべての状況で、異なる処理を
行います。
• シェーピング：スイッチから送信されるトラフィックが、特定のトラフィック プロファイル
に適合するようにします。

入力ポートのアクティビティ
次のアクティビティはスイッチの入力ポートで発生します。
• 分類：パケットと QoS ラベルを関連付けて、パケットごとに異なるパスを分類します。 た
とえば、スイッチは、ある種類のトラフィックを別の種類のトラフィックと区別するために
パケット内の CoS または DSCP を QoS ラベルにマッピングします。 生成された QoS ラベル
は、このパケットでこれ以降に実行されるすべての QoS アクションを識別します。
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• ポリシング：ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、
パケットが適合か不適合かを判別します。 ポリサーは、トラフィック フローで消費される
帯域幅を制限します。 その判別結果がマーカーに渡されます。
• マーキング：マーキングでは、パケットが不適合の場合の対処法に関して、ポリサーおよび
設定情報を検討し、パケットの扱い（パケットを変更しないで通過させるか、パケットの
QoS ラベルをマークダウンするか、またはパケットをドロップするか）を決定します。

（注）

ワイヤレス入力ポートでのポリシー適用は、スイッチではサポートされていません。

出力ポートのアクティビティ
次のアクティビティは、スイッチの出力ポートで発生します。
• ポリシング：ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、
パケットが適合か不適合かを判別します。 ポリサーは、トラフィック フローで消費される
帯域幅を制限します。 その判別結果がマーカーに渡されます。
• マーキング：マーキングでは、パケットが不適合の場合の対処法に関して、ポリサーおよび
設定情報を検討し、パケットの扱い（パケットを変更しないで通過させるか、パケットの
QoS ラベルをマークダウンするか、またはパケットをドロップするか）を決定します。
• キューイング：キューイングでは、使用する出力キューを選択する前に、QoS パケット ラベ
ルおよび対応する DSCP 値または CoS 値を評価します。 複数の入力ポートが 1 つの出力ポー
トに同時にデータを送信すると輻輳が発生することがあるため、重み付けテール ドロップ
（WTD）によってトラフィック クラスを区別し、QoS ラベルに基づいてパケットに別々の
しきい値を適用します。 しきい値を超過している場合、パケットはドロップされます。

分類
分類とは、パケットのフィールドを検証して、トラフィックの種類を区別するプロセスです。 分
類は、スイッチで QoS がイネーブルの場合のみイネーブルになります。 デフォルトでは、QoS は
スイッチでイネーブルにされています。
分類中に、スイッチは検索処理を実行し、パケットに QoS ラベルを割り当てます。 QoS ラベル
は、パケットに対して実行するすべての QoS アクション、およびパケットの送信元キューを識別
します。

アクセス コントロール リスト
IP 標準 ACL、IP 拡張 ACL、またはレイヤ 2 MAC ACL を使用すると、同じ特性を備えたパケット
グループ（クラス）を定義できます。 また IPv6 ACL に基づいて IP トラフィックを分類すること
もできます。
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QoS のコンテキストでは、アクセス コントロール エントリ（ACE）の許可および拒否アクション
の意味が、セキュリティ ACL の場合とは異なります。
• 許可アクションとの一致が検出されると（最初の一致の原則）、指定の QoS 関連アクション
が実行されます。
• 拒否アクションと一致した場合は、処理中の ACL がスキップされ、次の ACL が処理されま
す。
• 許可アクションとの一致が検出されないまま、すべての ACE の検証が終了した場合、その
パケットでは QoS 処理は実行されず、スイッチによってベストエフォート型サービスが実行
されます。
• ポートに複数の ACL が設定されている場合に、許可アクションを含む最初の ACL とパケッ
トの一致が見つかると、それ以降の検索処理は中止され、QoS 処理が開始されます。

（注）

アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙の拒否ス
テートメントがデフォルトで存在し、それ以前のステートメントで一致が見
つからなかったすべてのパケットに適用されることに注意してください。

ACL でトラフィック クラスを定義した後で、そのトラフィック クラスにポリシーを結合できま
す。ポリシーにはそれぞれにアクションを指定した複数のクラスを含めることができます。ポリ
シーには、特定の集約としてクラスを分類する（DSCP を割り当てるなど）コマンドまたはクラ
スのレート制限を実施するコマンドを含めることができます。 このポリシーを特定のポートに結
合すると、そのポートでポリシーが有効になります。
IP ACL を実装して IP トラフィックを分類する場合は、access-list グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。レイヤ 2 MAC ACL を実装して非 IP トラフィックを分類する場合
は、mac access-list extended グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

クラス マップ
クラスマップは、特定のトラフィックフロー（またはクラス）に名前を付けて、他のすべてのト
ラフィックと区別するためのメカニズムです。 クラス マップでは、さらに細かく分類するため
に、特定のトラフィック フローと照合する条件を定義します。 この条件には、ACL で定義され
たアクセス グループとの照合、または DSCP 値や IP precedence 値の特定のリストとの照合を含め
ることができます。 複数のトラフィック タイプを分類する場合は、別のクラス マップを作成し、
異なる名前を使用できます。 パケットをクラス マップ条件と照合した後で、ポリシー マップを
使用してさらに分類します。
クラス マップを作成するには、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドまたは
class ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。 多数のポート間でマップ
を共有する場合には、class-map コマンドを使用する必要があります。 class-map コマンドを入力
すると、スイッチによってクラス マップ コンフィギュレーション モードが開始されます。 この
モードで、match クラス マップ コンフィギュレーション コマンドを使用して、トラフィックの一
致条件を定義します。
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class class-default ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用して、デフォルト ク
ラスを作成できます。 デフォルト クラスはシステム定義であり、設定することはできません。
分類されていないトラフィック（トラフィック クラスで指定された一致基準を満たさないトラ
フィック）は、デフォルト トラフィックとして処理されます。
関連トピック
トラフィック クラスの作成（CLI）, （75 ページ）
例：アクセス コントロール リストによる分類, （140 ページ）

ポリシー マップ
ポリシー マップでは、作用対象のトラフィック クラスを指定します。 アクションには次が含ま
れます。
• トラフィック クラスに特定の DSCP 値または IP precedence 値を設定する
• トラフィック クラスに CoS 値を設定する
• QoS グループを設定する
• トラフィック クラスのワイヤレス LAN（WLAN）値を設定する
• トラフィックがアウト オブ プロファイルになった場合の、トラフィックの帯域幅制限やア
クションを指定する
ポリシー マップを効率的に機能させるには、ポートにポリシー マップを結合する必要がありま
す。
ポリシー マップは、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作成し、
名前を付けます。 このコマンドを入力すると、スイッチによってポリシーマップ コンフィギュ
レーション モードが開始されます。 このモードでは、class、trust、または set ポリシー マップ コ
ンフィギュレーション コマンドおよびポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンド
を使用して、特定のトラフィック クラスに対して実行するアクションを指定します。
ポリシー マップは、police、および bandwidth ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション コ
マンドを使用して設定できます。これらのコマンドは、ポリサー、トラフィックの帯域幅制限、
および制限を超過した場合のアクションを定義します。 またポリシー マップは、 priority ポリ
シーマップ クラス コンフィギュレーション コマンド（クラスの優先順位をスケジューリングす
る）、キューイング ポリシーマップ クラス コンフィギュレーションコマンド（queue-buffers お
よび queue-limit）を使用してさらに設定できます。
ポリシー マップをイネーブルにするには、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ポートにマップを結合します。
関連トピック
トラフィック ポリシーの作成（CLI）, （79 ページ）
ポート ポリシーの形式, （33 ページ）

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-32605-01-J

47

QoS の設定
分類

物理ポートのポリシー マップ
実行対象となるトラフィッククラスを指定する非階層型ポリシーマップを、物理ポート上に設定
できます。 アクションには、トラフィック クラスでの特定の DSCP または IP precedence 値の設
定、一致する各トラフィック クラス（ポリサー）に対するトラフィックの帯域幅限度の指定、ト
ラフィックがアウト オブ プロファイル（マーキング）の場合の処理などが含まれます。
ポリシー マップには、次の特性もあります。
• 1 つのポリシー マップに、それぞれ異なる一致条件とポリサーを指定した複数のクラス ス
テートメントを指定できます。
• ポリシー マップには、事前に定義されたデフォルトのトラフィック クラスを含めることが
できます。デフォルトのトラフィック クラスはマップの末尾に明示的に配置されます。
class class-default ポリシーマップ コンフィギュレーション コマンドを使用してデフォルトの
トラフィック クラスを設定すると、未分類トラフィック（トラフィック クラスで指定され
た一致基準に一致しないトラフィック）はデフォルトのトラフィック クラス（class-default）
として処理されます。
• 1 つのポートから受信されたトラフィック タイプごとに、別々のポリシー マップ クラスを
設定できます。
関連トピック
トラフィック ポリシーのインターフェイスへの付加（CLI）, （92 ページ）

VLAN のポリシー マップ
スイッチは、VLAN の QoS 機能をサポートします。これにより、ユーザは、着信フレームの VLAN
情報を使用して VLAN レベルで QoS 処理（分類と QoS アクション）を実行できます。 VLAN ベー
スの QoS では、サービス ポリシーが SVI インターフェイスに適用されます。 VLAN ポリシー マッ
プに属するすべての物理インターフェイスは、ポートベースのポリシー マップの代わりに VLAN
ベースのポリシー マップが表示されるようにプログラムする必要があります。
ポリシー マップは VLAN SVI に適用されますが、ポリシング（レート制限）アクションはポート
単位でしか実行できません。 複数の物理ポートからのトラフィックの合計が認識されるようにポ
リサーを設定できません。 各ポートは、そのポートに着信するトラフィックを制御する別のポリ
サーを必要とします。
関連トピック
ポリシー マップによる SVI のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング（CLI）,
（102 ページ）
例：ポリサーの VLAN 設定, （153 ページ）
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ワイヤレス QoS レート制限
クライアント レート制限ごとの QoS：ワイヤレス
QoS ポリシーはポリサーを使用してクライアント トラフィックのレートを制限するように設定で
きます。 これには、リアルタイム トラフィックと非リアルタイム トラフィックの両方が含まれ
ます。 非リアルタイム トラフィックは AFD ポリサーを使用してポリシングされます。 これらの
ポリサーは、1 レート 2 カラーのみ設定可能です。

（注）

クライアント ポリシーには、音声およびビデオ レート制限が同時に適用されます。

QoS アップストリームおよびダウンストリーム SSID のレート制限：ワイヤレス
アップストリーム レートおよびダウンストリームのレート制限は、SSID レベルのポリシングを使
用して実行されます。 AFD はリアルタイム トラフィックをドロップできません。トラフィック
キューでのみポリシングできます。 SSID レベルではリアルタイムのポリシングと AFD シェーピ
ングが実行されます。 ポリサーは、1 レート 2 カラーのみ設定可能です。
無線にはデフォルトのシェーピングポリシーがあります。このシェーピング制限は、無線自体の
物理的制限です。 show policy-map interface wireless radio コマンドを使用して、無線のポリシー
マップを確認できます。

ワイヤレス QoS マルチキャスト
ポート レベルでマルチキャストのポリシング レートを設定できます。
関連トピック
マルチキャスト トラフィックの Qos ポリシーの設定（CLI）, （134 ページ）
例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （145 ページ）

ポリシング
パケットが分類され、DSCP ベース、CoS ベース、または QoS グループのラベルが割り当てられ
ると、ポリシングおよびマーキング プロセスを開始できます。
ポリシングには、トラフィックの帯域幅限度を指定するポリサーの作成が伴います。 制限を超え
るパケットは、「アウト オブ プロファイル」または「不適合」になります。 各ポリサーはパケッ
トごとに、パケットが適合か不適合かを判別し、パケットに対するアクションを指定します。 こ
れらのアクションはマーカーによって実行されます。パケットを変更しないで通過させるアクショ
ン、パケットをドロップするアクション、またはパケットに割り当てられた DSCP または CoS 値
を変更（マークダウン）してパケットの通過を許可するアクションなどがあります。
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パケットの混乱を避けるため、通常、適合トラフィックと不適合トラフィックは両方とも同じ
キューを通過します。

（注）

すべてのトラフィックは、ブリッジングされるかルーティングされるかに関係なく、ポリサー
の影響を受けます（ポリサーが設定されている場合）。 その結果、ブリッジングされたパケッ
トは、ポリシングまたはマーキングが行われたときにドロップされたり、DSCP または CoS
フィールドが変更されたりすることがあります。
物理ポートでのみポリシングを設定できます。
ポリシー マップおよびポリシング アクションを設定したあとで、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、入力ポートまたは SVI にポリシーを付加します。
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （119 ページ）
例：ポリシング アクションの設定, （152 ページ）

トークンバケット アルゴリズム
ポリシングは、トークン バケット アルゴリズムを使用します。 各フレームがスイッチに着信す
ると、バケットにトークンが追加されます。バケットにはホールがあり、平均トラフィックレー
トとして指定されたレート（ビット/秒）で送信されます。 バケットにトークンが追加されるたび
に、スイッチはバケット内に十分なスペースがあるかを確認します。 十分なスペースがなけれ
ば、パケットは不適合とマーキングされ、指定されたポリサー アクション（ドロップまたはマー
クダウン）が実行されます。
バケットが満たされる速度は、バケット深度（burst-byte）、トークンが削除されるレート
（rate-bps）、および平均レートを上回るバースト期間によって決まります。 バケットのサイズに
よってバースト長に上限が設定され、バックツーバックで送信できるフレーム数が制限されます。
バースト期間が短い場合、バケットはオーバーフローせず、トラフィック フローに何のアクショ
ンも実行されません。 ただし、バースト期間が長く、レートが高い場合、バケットはオーバーフ
ローし、そのバーストのフレームに対してポリシング アクションが実行されます。
バケットの深さ（バケットがオーバーフローするまでの許容最大バースト）を設定するには、
police ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドの burst-byte オプション。 トーク
ンがバケットから削除される速度（平均速度）を設定するには、police ポリシー マップ クラス コ
ンフィギュレーション コマンドの rate オプション。
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （119 ページ）
例：ポリシング アクションの設定, （152 ページ）
ポリシングの設定（CLI）, （119 ページ）
例：ポリシングの単位, （153 ページ）
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マーキング
マーキングは、特定の情報をネットワークのダウンストリーム デバイスに伝送するか、スイッチ
内の 1 つのインターフェイスから別のインターフェイスに情報を伝送するために使用します。
マーキングは、パケット ヘッダーの特定のフィールド/ビットを設定するか、スイッチ内部のパ
ケット構造内の特定のフィールドを設定するために使用できます。 さらに、マーキング機能は
フィールド間のマッピングの定義に使用できます。 QoS では次のマーキング方法を使用できま
す。
• パケット ヘッダー
• デバイス（スイッチ）固有の情報
• テーブル マップ

パケット ヘッダーのマーキング
パケット ヘッダー フィールドのマーキングは 2 種類の一般的なカテゴリに分類できます。
• IPv4/v6 ヘッダー ビット マーキング
• レイヤ 2 ヘッダー ビット マーキング
IP レベルのマーキング機能は、precedence を設定したり、IP ヘッダー内の DSCP を特定の値に設
定したりして、ダウンストリーム デバイス（スイッチまたはルータ）で特定のホップごとの動作
を実行するために使用されます。また、異なる入力インターフェイスからのトラフィックを、出
力インターフェイス内の単一のクラスに集約するためにも使用できます。 この機能は現在、IPv4
および IPv6 ヘッダーでサポートされています。
レイヤ 2 ヘッダーのマーキングは、通常、ダウンストリーム デバイス（スイッチまたはルータ）
のドロップ動作に影響を与えるために使用されます。 これは、レイヤ 2 ヘッダーの一致と並行し
て動作します。 ポリシー マップを使用して設定されるレイヤ 2 ヘッダーのビットはサービス ク
ラスです。

スイッチ固有の情報のマーキング
この形式のマーキングには、パケットヘッダーの一部ではないパケットデータ構造内のフィール
ドのマーキングが含まれます。これにより、後でデータ パスでマーキングを使用できるようにな
ります。 これはスイッチ間で伝搬されません。 QoS グループのマーキングはこのカテゴリに分類
されます。 この形式のマーキングは、入力インターフェイスで有効になっているポリシーだけで
サポートされます。 対応する照合機能を同じスイッチの出力インターフェイスでイネーブルに
し、適切な QoS アクションを適用することができます。
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テーブル マップのマーキング
テーブルマップマーキングは変換表を使用したフィールド間のマッピングおよび変換を可能にし
ます。 この変換表はテーブル マップと呼ばれます。
インターフェイスに接続されているテーブル マップに応じて、パケット内の CoS、DSCP、およ
び UP 値（ワイヤレス パケットに固有の UP）が書き換えられます。 スイッチにより、入力のテー
ブル マップ ポリシーと出力のテーブル マップ ポリシーを設定できます。

（注）

スイッチのスタックは、合計 14 のテーブル マップをサポートします。 各方向の有線ポート単
位で 1 つのテーブル マップだけがサポートされます。
たとえば、テーブル マップは、レイヤ 2 CoS 設定をレイヤ 3 の precedence 値にマッピングするの
に使用できます。 この機能により、マッピングを実行する方法を示す 1 つのテーブルに複数の set
コマンドを組み合わせて使用することができます。 このテーブルは複数のポリシーで参照する
か、または同じポリシー内で複数回参照することができます。
次の表に、現在サポートされているマッピング形式を示します。
表 8：To-From 関係を確立するために使用されるパケット マーキング タイプ

パケット マーキング タイプ「To」

パケット マーキング タイプ「From」

Precedence

CoS

Precedence

QoS グループ

DSCP

CoS

DSCP

QoS グループ

CoS

Precedence

CoS

DSCP

QoS グループ

Precedence

QoS グループ

DSCP

テーブル マップ ベースのポリシーでは、次の機能がサポートされています。
• 変換：1 つの DSCP 値セットから別の DSCP 値セットにマッピングするテーブル マップを利
用できます。また、このテーブル マップは出力ポートに付加できます。
• 書き換え：入力パケットは設定されたテーブル マップに基づいて書き換えられます。
• マッピング：テーブル マップ ベースのポリシーは、set ポリシーの代わりに使用できます。
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テーブル マップ マーキングには、次の手順が必要です。
1 テーブル マップの定義：table-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
値をマッピングします。 テーブルが使用されるクラスまたはポリシーは認識されません。 テー
ブル マップのデフォルトのコマンドは、「from」フィールドで一致がない場合に値が「to」
フィールドにコピーされることを示すために使用されます。
2 ポリシー マップの定義：テーブル マップを使用するポリシー マップを定義します。
3 ポリシーをインターフェイスに関連付けます。

（注）

入力ポートのテーブル マップ ポリシーによって、そのポートの信頼設定が qos-marking の
「from」タイプに変更されます。

関連トピック
テーブル マップの設定（CLI）, （105 ページ）
例：テーブル マップのマーキング設定, （155 ページ）

トラフィックの調整
ネットワークで QoS をサポートするには、サービス プロバイダー ネットワークに入るトラフィッ
クをネットワーク境界ルータでポリシングし、トラフィック レートがサービス範囲内に収まるよ
うにする必要があります。ネットワークコアのプロビジョニングで処理できるように設定されて
いるトラフィックよりも多くのトラフィックがネットワーク境界のいくつかのルータから送信開
始されると、トラフィック負荷の増加によってネットワーク輻輳が発生します。 ネットワークの
パフォーマンスが低下すると、すべてのネットワーク トラフィックで QoS を提供することが困難
になります。
トラフィック ポリシング機能（ポリシング機能を使用）およびシェーピング機能（トラフィック
シェーピング機能を使用）はトラフィック レートを管理しますが、トークンが不足した場合のト
ラフィックの処理方法が異なります。トークンの概念は、トークンバケット方式、トラフィック
測定機能に基づいています。

（注）

ネットワーク トラフィックで QoS テストを実行すると、シェーパー データとポリシング デー
タで異なる結果が生じることがあります。 シェーピングからのネットワーク トラフィック
データの方が、より正確な結果が得られます。
この表は、ポリシングとシェーピングの機能を比較します。

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-32605-01-J

53

QoS の設定
トラフィックの調整

表 9：ポリシングとシェーピングの機能の比較

ポリシング機能

シェーピング機能

適合するトラフィックをライン レートで送信
し、バーストを許可します。

トラフィックが固定レートでスムーズに送信さ
れます。

トークンが不足すると、アクションがただちに トークンが不足すると、パケットをバッファ
実行されます。
し、後でトークンが使用可能になった時点で送
信します。 シェーピングを使用するクラスには
キューが関連付けられており、このキューを使
用してパケットがバッファされます。
ポリシングは、ビット/秒、パケット/秒、およ
びセル/秒など複数の単位で設定できます。

シェーピングの設定単位はビット/秒だけです。

ポリシングには、イベントに複数の可能なアク シェーピングはプロファイルを満たさないパ
ションが関連付けられています。このようなア ケットをマークできません。
クションの例としては、イベント、マーキン
グ、ドロッピングなどがあります。
入出力両方のトラフィックで機能します。

出力トラフィックに対してのみ実装されます。

ウィンドウ サイズを小さくしたためにパケット
ドロップが発生すると、伝送制御プロトコル
（TCP）は、回線速度でラインを検出しますが、
設定されたレートに適合します。

TCP は低速回線があることを検出し、再送信タ
イマーを適切に調整できます。 これにより、再
送信の範囲が狭くなり、TCP に負担をかけませ
ん。

ポリシング
QoS ポリシング機能は、トラフィック クラスに最大レートを強制するために使用されます。 QoS
ポリシング機能は、プライオリティ機能と合わせて、プライオリティ トラフィックを制限するた
めにも使用できます。 レートを超過した場合は、イベント発生直後に特定のアクションが実行さ
れます。 レート（認定情報レート [CIR] および最大情報レート [PIR]）とバースト パラメータ（適
合バースト サイズ [ Bc ] および拡張バースト サイズ [Be]）は、すべてバイト/秒で設定されます。
QoS では次のポリシング形式またはポリサーがサポートされます。
• シングルレート 2 カラー ポリシング
• デュアルレート 3 カラー ポリシング

（注）

シングルレート 3 カラー ポリシングはサポートされません。
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シングルレート 2 カラー ポリシング
シングルレート 2 カラー ポリサーは、CIR と Bc だけを設定するモードです。
Bc は任意のパラメータであり、これが指定されていない場合、デフォルトで計算されます。 この
モードでは、着信パケットに十分なトークンがある場合、パケットは適合すると見なされます。
パケットの到着時に、十分なトークンが Bc の範囲内で使用できない場合、パケットは設定レート
を超えたと見なされます。

（注）

トークン バケット アルゴリズムの詳細については、 トークンバケット アルゴリズム, （50
ページ）を参照してください。

関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （119 ページ）
例：シングルレート 2 カラー ポリシング設定, （154 ページ）

デュアルレート 3 カラー ポリシング
デュアル レート ポリサーでは、スイッチはカラー ブラインド モードのみをサポートします。 こ
のモードでは、認定情報レート（CIR）および最大情報レート（PIR）を設定します。 名前からわ
かるように、この場合、最大レート用に 1 つ、認定レート用に 1 つの、合わせて 2 つのトークン
バケットがあります。

（注）

トークン バケット アルゴリズムの詳細については、 トークンバケット アルゴリズム, （50
ページ）を参照してください。
カラー ブラインド モードでは、最大レートのバケットの着信パケットが最初にチェックされま
す。十分な数のトークンがない場合、パケットはレートに違反していると見なされます。十分な
数のトークンがある場合、次に適合レートのバケットのトークンをチェックして、十分な数のトー
クンがあるかどうかを判別します。 最大レートのバケットにあるトークンは、パケットのサイズ
によって減少します。 十分な数のトークンがない場合、パケットが設定されているレートを超過
していると見なされます。 十分な数のトークンがある場合、パケットは適合すると見なされ、両
方のバケットのトークンは、パケットのサイズによって減少します。
トークン補充レートは着信パケットによって異なります。 あるパケットが時間 T1 に着信し、次
のパケットが時間 T2 に着信したとします。 T1 と T2 間の時間間隔は、トークン バケットに追加
される必要があるトークンの数を決定します。 これは次のように計算されます。
パケットの時間間隔（T2-T1） * CIR）/8 バイト
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （119 ページ）
例：デュアルレート 3 カラー ポリシング設定, （155 ページ）

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-32605-01-J

55

QoS の設定
トラフィックの調整

シェーピング
シェーピングは、ダウンストリーム スイッチおよびルータで輻輳が発生しないようにトラフィッ
クレートを調整しながら、トラフィックの最大レートを強制するプロセスのことです。最も一般
的な形式のシェーピングは、物理または論理インターフェイスから送信されるトラフィックを制
限するために使用されます。
シェーピングにはバッファが関連付けられており、十分なトークンがないパケットがすぐにドロッ
プされずにバッファされます。 シェーピングされるトラフィックのサブセットで使用可能なバッ
ファ数は制限され、さまざまな要因に基づいて計算されます。 使用可能なバッファの数は、特定
の QoS コマンドを使用して調整できます。 パケットはドロップされずに、バッファが使用可能に
なった時点でバッファされます。

クラスベース トラフィック シェーピング
スイッチは、クラスベースのトラフィック シェーピングを使用します。 このシェーピング機能
は、インターフェイスに関連付けられたポリシーのクラスでイネーブルになります。 シェーピン
グが設定されたクラスには、トークンがないパケットを保持する複数のバッファが割り当てられ
ます。 バッファされたパケットは FIFO を使用してクラスから送信されます。 最も一般的な形式
の使用では、クラスベースのシェーピングを使用して、全体として物理インターフェイスまたは
論理インターフェイスの最大レートを強制します。 クラスでは次のシェーピング形式がサポート
されます。
• 平均レート シェーピング
• 階層型シェーピング
シェーピングは、トークン バケットを使用して実行されます。 CIR、Bc、Be の値は、パケットが
送信されるレートと、トークンが補充されるレートを決定します。

（注）

トークン バケット アルゴリズムの詳細については、 トークンバケット アルゴリズム, （50
ページ）を参照してください。

平均レート シェーピング
平均レート シェーピングを設定するには、shape average ポリシーマップ クラス コマンドを使用
します。
このコマンドは、特定のクラスの最大帯域幅を設定します。 キューの帯域幅は、ポートでさらに
使用できる帯域幅があってもこの値に制限されます。スイッチでは、割合またはターゲットビッ
ト レート値でシェーピング平均を設定できます。
関連トピック
シェーピングの設定（CLI）, （130 ページ）
例：平均レート シェーピングの設定, （150 ページ）
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階層型シェーピング
シェーピングは、階層内の複数のレベルで設定することもできます。 これは、シェーピングを設
定した親ポリシーを作成して、追加のシェーピングを設定した子ポリシーを親ポリシーに付加す
ることで実現できます。
次の 2 つの階層型シェーピングがサポートされています。
• ポート シェーパー
• ユーザ設定のシェーピング
ポートシェーパーでは、クラスデフォルトが使用され、親で実行できるアクションはシェーピン
グだけです。 キュー アクションはポート シェーパーがある子で実行されます。 ユーザ設定の
シェーピングを使用すると、子のキューイング アクションを設定することはできません。
関連トピック
シェーピングの設定（CLI）, （130 ページ）

キューイングおよびスケジューリング
スイッチは、トラフィックの輻輳を防止するためにキューイングおよびスケジューリングを使用
します。 スイッチは、次のキューイングおよびスケジューリング機能をサポートします。
• 帯域幅
• WTD
• プライオリティ キュー
• キュー バッファ

帯域幅
スイッチは次の帯域幅設定をサポートしています。
• 帯域幅の割合
• 帯域幅余剰比率
関連トピック
帯域幅の設定（CLI）, （117 ページ）

帯域幅の割合
bandwidth percent ポリシーマップ クラス コマンドを使用して、特定のクラスに最小帯域幅を割
り当てることができます。 合計が 100 % を超えることはできず、合計が 100 % 未満である場合
は、残りの帯域幅がすべての帯域幅キューで均等に分割されます。
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（注）

キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使用しない場合は、帯域幅をオーバーサブスク
ライブすることができます。
ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させることはできません。 たとえば、1 つのポリシー マッ
プで帯域幅の割合と kbps の両方を使用して、帯域幅を設定することはできません。

帯域幅余剰比率
bandwidth remaining ratio ポリシーマップ クラス コマンドを使用して、指定されたキューでの未
使用帯域幅の共有率を作成します。 未使用帯域幅は、これら指定されたキューにより、設定で指
定されている比率で使用されます。 このコマンドは、priority コマンドがポリシー内の特定の
キューでも使用される場合に使用します。
比率を割り当てる場合には、これらの比率に従って、キューに特定の重みが割り当てられます。
比率は 0 ～ 100 の範囲で指定できます。 たとえば、1 つのクラスの帯域幅余剰比率を 2 に設定し、
別のクラスで帯域幅余剰比率 4 のキューを設定できます。 帯域幅余剰比率 4 は、帯域幅余剰比率
2 の 2 倍の回数スケジュールされます。
ポリシーの全帯域幅の比率の割り当ては 100 を超えることができます。 たとえば、1 つのキュー
の帯域幅余剰比率を 50 に設定し、別のキューに帯域幅余剰比率 100 を設定できます。

WTD
スイッチの出力キューは、重み付けテール ドロップ（WTD）と呼ばれるテール ドロップ輻輳回
避メカニズムの拡張バージョンを使用します。 WTD はキュー長を管理したり、トラフィック分
類ごとにドロップ優先順位を設定したりするために実装されています。
フレームが特定のキューにキューイングされると、WTD はフレームに割り当てられた QoS ラベ
ルを使用して、それぞれ異なるしきい値を適用します。 この QoS ラベルのしきい値を超えると
（宛先キューの空きスペースがフレーム サイズより小さくなると）、スイッチがフレームをド
ロップします。
各キューには 3 種類の設定可能なしきい値があります。 QoS ラベルは、3 つのしきい値のうちの
どれがフレームの影響を受けるかを決定します。
次の図は、サイズが 1000 フレームであるキューでの WTD の動作の例を示しています。 ドロップ
割合は次のように設定されています。40%（400 フレーム）、60%（600 フレーム）、および 100%
（1000 フレーム）です。 これらのパーセンテージは、40% しきい値の場合は最大 400 フレーム、
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60% しきい値の場合は最大 600 フレーム、100% しきい値の場合は最大 1000 フレームをキューイ
ングできるという意味です。
図 4：WTD およびキューの動作

例では、CoS 値 6 は他の CoS 値よりも重要度が高く、100 %のドロップしきい値（キューフル ス
テート）に割り当てられます。 CoS 値 4 は 60 % しきい値に、CoS 値 3 は 40 % しきい値に割り当
てられます。 これらのしきい値はすべて、queue-limit cos コマンドを使用して割り当てます。
600 のフレームが格納されているキューに、新しいフレームが着信したとします。 これは CoS 値
4 を使用し、60 % のしきい値が適用されます。 このフレームがキューに追加されると、しきい値
を超過するため、スイッチがフレームをドロップします。
関連トピック
キュー制限の設定（CLI）, （127 ページ）
例：キュー制限の設定, （151 ページ）

重み付けテール ドロップのデフォルト値
次に、重み付けテール ドロップ（WTD）のデフォルト値と、WTD しきい値を設定するためのルー
ルを示します。
• WTD に対して 2 つ以下のキュー制限割合を設定する場合、WTD のデフォルト値はこれらの
しきい値に割り当てられます。
次に、WTD しきい値のデフォルト値を示します。
表 10：WTD しきい値のデフォルト値

しきい値

デフォルト値の割合

0

80

1

90

2

400

• 異なる 3 つの WTD しきい値が設定されている場合、キューは設定どおりにプログラムされ
ます。

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-32605-01-J

59

QoS の設定
キューイングおよびスケジューリング

• 2 つの WTD しきい値が設定されている場合、最大値の割合は 400 です。
• 1 つの WTD しきい値が x として設定されている場合、最大値の割合は 400 です。
◦ x の値が 90 未満の場合、threshold1 = 90 および threshold 0= x です。
◦ x の値が 90 の場合、threshold1 = 90、threshold 0 = 80 です。
◦ x の値が 90 より大きい場合、threshold1 = x、threshold 0 = 80 です。

プライオリティ キュー
各ポートは 8 つの出力キューをサポートし、そのうち 2 つにプライオリティを設定できます。
priority level ポリシー クラスマップ コマンドを使用して、2 つのクラスのプライオリティを設定
します。 1 つのクラスにプライオリティ キュー レベル 1 を設定し、別のクラスにプライオリティ
キュー レベル 2 を設定する必要があります。 これら 2 つのキューのパケットは、他のキューと比
較して、低遅延になります。

（注）

プライオリティは 1 つのレベルでのみ設定できます。
1 つのポリシーマップで使用できる完全プライオリティまたはレベル付きプライオリティは 1
つだけです。 kbps または割合のない同じプライオリティ レベルが設定された複数のプライオ
リティは、ポリシングですべてが設定された場合にのみ使用できます。

関連トピック
プライオリティの設定（CLI）, （122 ページ）

キュー バッファ
スイッチの各 1 ギガビット ポートには、ワイヤレス ポート用の 168 バッファと有線ポート用の
300 バッファが割り当てられます。 各 10 ギガビット ポートには、1800 バッファが割り当てられ
ます。ブート時に有線ポートでイネーブルになっているポリシーマップがない場合、デフォルト
で作成される 2 つのキューがあります。 有線ポートには、MQC ベースのポリシーを使用して最
大 8 つのキューを設定できます。 次の表に、どのパケットがどのキューに入っているかを示しま
す。
表 11：DSCP、Precedence、CoS：キューのしきい値のマッピング テーブル

DSCP、Precedence、CoS キュー

しきい値

制御パケット

0

2

他のパケット

1

2
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（注）

バッファのアベイラビリティを保証し、ドロップしきい値を設定し、キューの最大メモリ割り
当てを設定できます。 キュー バッファを設定するには、queue-buffers ポリシーマップ クラス
コマンドを使用します。 最大しきい値を設定するには、queue-limit ポリシーマップ クラス コ
マンドを使用します。
バッファ割り当ては 2 種類あります。キューに明示的に予約される厳格なバッファと、特定のポー
トで未使用時に他のポートで利用可能な柔軟なバッファです。
ワイヤレス ポートのデフォルトでは、キュー 0 には、厳格なバッファとしてインターフェイスで
利用可能なバッファの 40 % が割り当てられます。つまり、1 ギガビット ポートにおいては、キュー
0 に対して 67 バッファが割り当てられます。 このキューの柔軟な最大値は 1 ギガビット ポート
に 268 （67 * 400/100 で計算）と設定されます。ここで、400 はキューに設定されたデフォルトの
最大しきい値です。
有線ポートのデフォルトでは、キュー 0 には、厳格なバッファとしてインターフェイスで利用可
能なバッファの 40 % が割り当てられます。つまり、1 ギガビット ポートにおいては、キュー 0 に
対して 120 バッファが割り当てられ、10 ギガビット ポートにおいては、720 バッファが割り当て
られます。 このキューの柔軟な最大値は 1 ギガビット ポートで 480（120 * 400/100 で計算）と設
定され、10 ギガビット ポートで 2880 と設定されます。ここで、400 はキューに設定された最大
しきい値です。
キュー 1 に割り当てられた厳格なバッファはありません。 デフォルトの柔軟なバッファ制限は
400（最大しきい値）に設定されます。 しきい値によって、共通プールから借用できる柔軟なバッ
ファの最大数が決まります。

キュー バッファの割り当て
キューに対するバッファ割り当ては、queue-buffers ratio ポリシーマップ クラス コンフィギュレー
ション コマンドを使用して調整できます。
関連トピック
キュー バッファの設定（CLI）, （125 ページ）
例：キュー バッファの設定, （152 ページ）

ダイナミックなしきい値および拡張
従来、予約バッファは各キューに静的に割り当てられていました。 キューがアクティブかどうか
にかかわらず、バッファはキューに保持されます。 さらに、キューの数が増えるに従って、各
キューに割り当てられた予約バッファの部分が徐々に短くなることがあります。 最終的に、すべ
てのキューのジャンボ フレームをサポートするのに十分な予約バッファがなくなる可能性があり
ます。
スイッチは、バッファ リソースを公平かつ効率的に割り当てる機能として、ダイナミックなしき
い値および拡張（DTS）をサポートしています。 輻輳が発生すると、この DTS 機能はグローバル/
ポート リソースの占有に基づいて、着信データにバッファを柔軟に割り当てます。 概念上、DTS
は、リソースを他のキューが使用できるように、キュー バッファの割り当てを徐々に縮小しま
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す。逆も同様です。 この柔軟な方法によって、バッファをより効率的かつ公平に利用できるよう
になります。
前の項で説明したように、キューには厳格な制限と柔軟な制限の 2 つの制限が設定されています。
厳格な制限は DTS の一部ではありません。 これらのバッファはそのキューにだけ使用できます。
厳格な制限の合計は、グローバルに設定された厳格な最大制限未満である必要があります。 出力
キューイング用に設定されたグローバルな厳格な制限は、現在 5705 に設定されています。 MQC
ポリシーが設定されていないデフォルトのシナリオでは、24 の 1 ギガビット ポートが 24 * 67 =
1608 を使用し、4 つの 10 ギガビット ポートが 4 * 720 = 2880 を使用し、合計 4488 のバッファを
使用して、設定に基づいてより厳格なバッファを割り当てることができます。
柔軟なバッファ制限は DTS プロセスに参加します。 さらに、柔軟なバッファ割り当ての一部は、
グローバルな柔軟な制限の割り当てを超えることができます。 出力キューイング用のグローバル
な柔軟な制限は、現在 7607 に設定されています。 厳格な制限と柔軟な制限の合計は 13312 にな
り、3.4 MB に変換されます。 柔軟なバッファ割り当ての合計がグローバルな制限を超える場合が
あるため、システムの負荷が軽ければ、特定のキューで多数のバッファを使用できるようになり
ます。 DTS プロセスはシステムの負荷が増大するにしたがって、キュー単位の割り当てを動的に
調整します。

ワイヤレスでのキューイング
ワイヤレスコンポーネントでのキューイングはポートポリシーに基づいて実行され、ダウンスト
リーム方向にだけ適用されます。 ワイヤレス モジュールは次の 4 種類のキューをサポートしま
す。
• 音声：これは完全プライオリティ キューです。 Q0 に代表されるこのキューは、制御トラ
フィックとマルチキャストまたはユニキャスト音声トラフィックを処理します。 すべての制
御トラフィック（CAPWAP パケットなど）は、音声キューを介して処理されます。 QoS モ
ジュールは、制御パケットおよび音声パケットを処理して、制御パケットが他の非制御パ
ケットよりもプライオリティが高くなるように、音声キュー内の別のしきい値を使用しま
す。
• ビデオ：これは完全プライオリティ キューです。 Q1 に代表されるこのキューは、マルチキャ
ストまたはユニキャスト ビデオ トラフィックを処理します。
• データ NRT：Q2 に代表されるこのキューは、すべての非リアルタイム ユニキャスト トラ
フィックを処理します。
• マルチキャスト NRT：Q3 に代表されるこのキューは、マルチキャスト NRT トラフィックを
処理します。 Q0、Q1、または Q2 のトラフィックに一致しないトラフィックは、Q3 を通じ
て処理されます。

（注）

デフォルトでは、キュー Q0 および Q1 はイネーブルになっていません。
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（注）

キュー Q2 および Q3 のトラフィックには、重み付けラウンド ロビン ポリシーが適用されま
す。
アップストリーム方向では 1 つのキューだけを使用できます。 ポートおよび無線ポリシーは、ダ
ウンストリーム方向にだけ適用できます。

（注）

有線ポートでは 8 つのキューがサポートされます。

信頼動作
有線およびワイヤレス ポートの信頼動作
スイッチ（IP 電話、ラップトップ、カメラ、テレプレゼンス ユニット、または他のデバイスなど
のエンドポイント）に接続された有線またはワイヤレス ポートでは、それらのエンドポイントか
らの DSCP 値、precedence 値、または CoS 値がスイッチによって信頼され、明示的なポリシー設
定がない場合に保持されます。
この信頼動作は、アップストリーム QoS とダウンストリーム QoS の両方に適用できます。
パケットはデフォルトの初期設定ごとに適切なキューに入れられます。 デフォルトでは、スイッ
チでの優先キューイングは実行されません。これは、ユニキャストおよびマルチキャストパケッ
トに当てはまります。
次の表に、着信パケットタイプが発信パケットタイプと異なる場合の信頼動作およびキューイン
グ動作を示します。 ポートのデフォルトの信頼モードが DSCP ベースであることに注意してくだ
さい。 信頼モードは、着信パケットが純粋なレイヤ 2 パケットの場合、CoS に「フォールバッ
ク」します。 また、信頼設定を DSCP から CoS に変更できます。 この設定変更は、「set cos cos
table default default-cos」アクションのクラス デフォルトがある MQC ポリシーによって実現されま
す。ここで、default-cos は作成されるテーブル マップ名です（デフォルト コピーだけを実行）。
表 12：信頼およびキューイング動作

着信パケット

発信パケット

信頼動作

キューイング動作

レイヤ 3

レイヤ 3

DSCP/Precedence の保持

DSCP に基づく

レイヤ 2

レイヤ 2

N/A

CoS に基づく

タグ付き

タグ付き

DSCP および CoS の保持

DSCP に基づく（信頼 DSCP
が優先）

レイヤ 3

タグ付き

DSCP の保持、すなわち
CoS が 0 に設定される

DSCP に基づく
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Cisco IOS XE 3.2 リリースは、有線およびワイヤレス ポートに対して信頼できるさまざまなデフォ
ルト設定をサポートしていました。 有線ポートの信頼できるデフォルト設定に関して、このソフ
トウェア リリースでの変更はありません。 ワイヤレス ポートの場合、デフォルトのシステム動
作は非信頼でした。つまり、スイッチの起動時に、ワイヤレス ポートのマーキングすべてがデ
フォルトでゼロに設定され、トラフィックはプライオリティ処理されませんでした。 既存の有線
スイッチとの互換性のために、すべてのトラフィックはデフォルトでベスト エフォートのキュー
へ送信されていました。 アクセス ポイントは、プライオリティ キューイングをデフォルトで実
行していました。ダウンストリーム方向では、アクセスポイントは、キューイング用に音声、ビ
デオ、ベスト エフォート、およびバックグラウンドのキューを保持していました。 アクセスは
11e タグ情報に基づいてキューイング戦略を選択していました。 デフォルトでは、アクセス ポイ
ントはすべてのワイヤレス パケットをベスト エフォートとして処理していました。
ワイヤレス ポートでのデフォルトの信頼動作は、qos wireless default untrust コマンドを使用して
変更できました。

（注）

Cisco IOS XE 3.2 SE リリースからそれ以降のリリースにアップグレードしても、ワイヤレス ト
ラフィックのデフォルトの動作は非信頼のままです。 この場合、no qos wireless-default untrust
コマンドを使用して、ワイヤレス トラフィックの信頼動作をイネーブルに設定できます。 た
だし、switchで Cisco IOS XE 3.3 SE 以降のリリースをインストールすると、ワイヤレス トラ
フィックのデフォルトの QoS 動作は信頼になります。 Cisco IOS XE 3.3 SE リリース以降の新
規インストール（アップグレードは不可）では、ワイヤレス トラフィックの出力および入力
方向の両方でパケット マーキングが保持されます。

関連トピック
ワイヤレス トラフィックの信頼動作の設定（CLI）, （108 ページ）
例：CoS マーキングを保持するテーブル マップの設定, （156 ページ）

Cisco IP Phone の信頼境界機能のポート セキュリティ
一般的なネットワークでは、スイッチ ポートに Cisco IP Phone を接続し、電話の背後からデータ
パケットを生成するデバイスをカスケードします。 Cisco IP Phone では、音声パケット CoS レベ
ルをハイ プライオリティ（CoS = 5）にマーキングし、データ パケットをロー プライオリティ
（CoS = 0）にマーキングすることで、共有データ リンクを通して音声品質を保証しています。
電話からスイッチに送信されたトラフィックは通常 802.1Q ヘッダーを使用するタグでマーキング
されています。 ヘッダーには VLAN 情報およびパケットのプライオリティになる CoS の 3 ビッ
ト フィールドが含まれています。
ほとんどの Cisco IP Phone 設定では、電話からスイッチに送信されるトラフィックは、音声トラ
フィックがネットワーク内の他のタイプのトラフィックに対して適切にプライオリティ付けがさ
れていることを保証するように信頼されています。 trust device 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、ポートで受信されたトラフィックを信頼するように、電話が接
続されているスイッチ ポートを設定します。
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（注）

trust device device_type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、switchのスタ
ンドアロン コマンドとしてではなく、自動 QoS 設定でのみサポートされます。 trust device
device_type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを自動 QoS 設定で使用すると
きに、接続されているピア デバイスが対応デバイス（信頼ポリシーに一致するデバイスとし
て定義されているデバイス）ではない場合、CoS 値と DSCP 値の両方が「0」に設定され、す
べての入力ポリシーが有効になりません。
信頼設定により、ユーザが電話をバイパスして PC を直接スイッチに接続する場合に、ハイプラ
イオリティキューの誤使用を避けるのにも信頼境界機能を使用できます。信頼境界機能を使用し
ないと、（信頼済みの CoS 設定により）PC が生成した CoS ラベルがスイッチで信頼されてしま
います。 それに対して、信頼境界機能は CDP を使用してスイッチ ポートにある Cisco IP Phone
（Cisco IP Phone 7910、7935、7940、7960 など）の存在を検出します。 電話が検出されない場合、
信頼境界機能がハイプライオリティキューの誤使用を避けるためにスイッチポートの信頼設定を
ディセーブルにします。 信頼境界機能は、PC および Cisco IP Phone がスイッチに接続されている
ハブに接続されている場合は機能しないことに注意してください。

ワイヤレス QoS モビリティ
ワイヤレス QoS モビリティによって、ネットワーク内のどの場所でも同じサービスが提供される
ように QoS ポリシーを設定することができます。 ワイヤレス クライアントは 1 つの場所から別
の場所にローミングできるため、ワイヤレス クライアントは異なるswitchに関連付けられた異な
るアクセス ポイントにクライアントを関連付けることができます。 ワイヤレス クライアントの
ローミングは 2 つのタイプに分類できます。
• switch内ローミング
• switch間ローミング

（注）

クライアントのポリシーは、モビリティ グループ内のすべてのswitchesで使用できる必要があ
ります。 クライアントに一貫した操作ができるように、同じ SSID およびポート ポリシーをモ
ビリティ グループのすべてのswitchesに適用する必要があります。

Switch間ローミング
クライアントが 1 つの場所から別の場所にローミングすると、同じswitch（固定switch）または他
のswitch（外部switch）に関連付けられたアクセス ポイントに関連付けることができます。 switch
間ローミングは、クライアントのローミング前に同じデバイスに関連付けられていなかったアク
セス ポイントに、クライアントが関連付けられるシナリオを示しています。 ホスト デバイスは、
クライアントが最初に固定されていたデバイスの外部になります。
switch間ローミングの場合、クライアントの QoS ポリシーは、常に外部コントローラで実行され
ます。 クライアントが固定switchから外部switchにローミングされると、QoS ポリシーは固定switch
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でアンインストールされ、外部switchにインストールされます。 モビリティのハンドオフ メッセー
ジでは、固定デバイスが 外部switchにポリシーの名前を渡します。 外部switchには、QoS ポリシー
が正しく適用できるように同じ名前のポリシーが必要です。
switch間ローミングの場合、QoS ポリシーはすべて、固定デバイスから外部デバイスに移動しま
す。 固定デバイスから外部デバイスへの QoS ポリシーの移行中は、外部デバイスのトラフィック
がデフォルトで提供されます。これは、クライアントのターゲットの新しいポリシーインストー
ルに似ています。

（注）

外部デバイスがユーザ定義の物理ポート ポリシーを使用して設定されていない場合、デフォ
ルト ポート ポリシーは RT1 キューを通過する制御トラフィックを除き、NRT キューを介して
ルーティングされるすべてのトラフィックに適用されます。 ネットワーク管理者は、固定お
よび未知のデバイスで同じ物理ポートのポリシーを対称的に設定する必要があります。

Switch内ローミング
switch内ローミングでは、クライアントのローミング前に同じswitchに関連付けられていたアクセ
ス ポイントに、クライアントが関連付けられます。ただしこのデバイスとの関連付けは、別のア
クセス ポイントを通じて行われます。

（注）

switch内ローミングの場合、QoS ポリシーはそのまま残ります。

ワイヤレス QoS の貴金属ポリシー
ワイヤレス QoS はユニファイド ワイヤレス コントローラ プラットフォームによって提供される
貴金属ポリシーと下位互換性があります。 貴金属ポリシーは、コントローラで使用可能なシステ
ム定義のポリシーです。
次のポリシーを使用できます。
• プラチナ：VoIP クライアントに使用されます。
• ゴールド：ビデオ クライアントに使用されます。
• シルバー：ベスト エフォートであると考えられるトラフィックに使用されます。
• ブロンズ：NRT トラフィックに使用されます。
これらのポリシー（別名プロファイル）は、トラフィックに基づいて WLAN に適用できます。
Cisco IOS MQC 設定を使用した設定を推奨します。 ポリシーは、必要な貴金属ポリシーに基づく
システムで利用可能です。 SSID の入力および出力ポリシーに対してのみ貴金属ポリシーを設定で
きます。

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
66

OL-32605-01-J

QoS の設定
標準 QoS のデフォルト設定

適用されたポリシーに基づいて、パケット内の 802.1p、802.11e（WMM）、および DSCP フィー
ルドが影響を受けます。 これらの値は事前設定されており、switchの起動時にインストールされ
ます。

（注）

Cisco Unified Wireless Controller に適用できる貴金属ポリシーと異なり、属性 rt-average-rate、
nrt-average-rate、および最大レートは、このswitch プラットフォームに設定された貴金属ポリ
シーには適用できません。

関連トピック
貴金属ポリシーの設定（CLI）, （132 ページ）

標準 QoS のデフォルト設定
デフォルトの有線 QoS 設定
スイッチの各有線インターフェイスでは、デフォルトで 2 つのキューが設定されます。 すべての
制御トラフィックはキュー 0 を通過し、処理されます。 その他すべてのトラフィックはキュー 1
を通過し、処理されます。

DSCP マップ
デフォルトの CoS/DSCP マップ
CoS/DSCP マップを使用して、着信パケットの CoS 値を、QoS がトラフィックのプライオリティ
を表すために内部使用する DSCP 値にマッピングします。 次の表に、デフォルトの CoS/DSCP
マップを示します。 これらの値が使用しているネットワークに適さない場合は、値を変更する必
要があります。
表 13：デフォルトの CoS/DSCP マップ

CoS 値

DSCP 値

0

0

1

8

2

16

3

24

4

32

5

40

6

48
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CoS 値

DSCP 値

7

56

デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ
着信パケットの IP precedence 値を、QoS がトラフィックのプライオリティを表すために内部使用
する DSCP 値にマッピングするには、IP precedence/DSCP マップを使用します。 次の表は、デフォ
ルトの IP Precedence/DSCP マップを示しています。 これらの値が使用しているネットワークに適
さない場合は、値を変更する必要があります。
表 14：デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ

IP precedence 値

DSCP 値

0

0

1

8

2

16

3

24

4

32

5

40

6

48

7

56

デフォルトの DSCP/CoS マップ
4 つの出力キューのうち 1 つを選択するために使用される CoS 値を生成するには、DSCP/CoS マッ
プを使用します。 次の表に、デフォルトの DSCP/CoS マップを示します。 これらの値が使用して
いるネットワークに適さない場合は、値を変更する必要があります。
表 15：デフォルトの DSCP/CoS マップ

DSCP 値

CoS 値

0～7

0

8 ～ 15

1

16 ～ 23

2

24 ～ 31

3

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
68

OL-32605-01-J

QoS の設定
有線ターゲットの QoS に関する制約事項

DSCP 値

CoS 値

32 ～ 39

4

40 ～ 47

5

48 ～ 55

6

56 ～ 63

7

デフォルトのワイヤレス QoS 設定
スイッチ ポートでは、有線またはワイヤレスの物理ポートは区別されません。 ポリシーは、ス
イッチに関連付けられたデバイスの種類に応じて適用されます。たとえば、アクセスポイントが
スイッチ ポートに接続されている場合、スイッチはアクセス ポイントをワイヤレス デバイスと
して検出し、親子ポリシー形式のデフォルトの階層型ポリシーを適用します。 このポリシーは、
階層型ポリシーです。 親ポリシーは変更できませんが、子ポリシー（port-child ポリシー）は、
QoS 設定に合わせて変更できます。 スイッチは、デフォルトのクラス マップとポリシー マップ
で事前に設定されます。

有線ターゲットの QoS に関する制約事項
ターゲットは、ポリシーが適用されるエンティティです。有線またはワイヤレスターゲットにポ
リシーを適用できます。 有線ターゲットには、ポートまたは VLAN を指定できます。 ワイヤレ
ス ターゲットには、ポート、無線、SSID、またはクライアントを設定できます。 ユーザは、ポー
ト、SSID、およびクライアント ポリシーだけを設定できます。 ユーザは、無線ポリシングを設定
できません。 ポート、無線、SSID、クライアントの QoS ポリシーはダウンストリーム方向に適用
されます。アップストリーム方向では、SSID およびクライアント ターゲットだけがサポートされ
ます。 ダウンストリームは、トラフィックがswitchからワイヤレス クライアントに流れているこ
とを示します。 アップストリームは、トラフィックがワイヤレス クライアントからswitchに流れ
ていることを示します。
次に、QoS 機能を有線ターゲットのswitchに適用する場合の制限事項を示します。
• 有線ターゲットのswitch ポートでは、最大 8 つのキューイング クラスがサポートされます。
• 有線ターゲットの有線ポートでは、ポリシーごとに最大 63 のポリサーがサポートされます。
• QoS 階層でサポートされるのは最大 2 レベルです。
• 階層型ポリシーでは、子ポリシーの親およびキュー機能のポリシーにポート シェーパーがあ
る場合を除き、親子間のオーバーラップは許可されていません。
• QoS ポリシーは、EtherChannel インターフェイスに付加できません。
• 親と子の両方のポリシングは、QoS 階層ではサポートされていません。
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• 親と子の両方のマーキングは、QoS 階層ではサポートされていません。
• 同じポリシーでのキュー制限とキュー バッファの混在はサポートされません。

（注）

キュー制限の割合は、queue-buffer コマンドがこの機能を処理するため、switch
ではサポートされていません。 キュー制限は、DSCP および CoS 拡張でのみ
サポートされます。

• すべての有線キューイングベース ポリシーの分類シーケンスはすべての有線アップストリー
ム ポート（10 ギガビット イーサネット）で同じであり、すべてのダウンストリーム有線ポー
ト（1 ギガビット イーサネット）で同じです。
• 空のクラスはサポートされません。
• 空のアクションによるクラス マップはサポートされません。
• 有線ターゲットの有線ポートでは、ポリシーごとに最大 256 のクラスがサポートされます。
• ポリシー マップ内のポリサーのアクションには、次の制限事項があります。
◦ 適合アクションは送信する必要があります。
◦ マークダウン タイプの超過/違反アクションは、cos2cos、prec2prec、dscp2dscp だけで
す。
◦ マークダウン タイプはポリシー内で同じである必要があります。
• 分類カウンタには次の制限事項があります。
◦ 分類カウンタは、バイトの代わりにパケットをカウントします。
◦ マーキングまたはポリシングによる QoS 設定だけが、分類カウンタをトリガーします。
◦ 分類カウンタはポート ベースではありません。 これは、分類カウンタが、異なるイン
ターフェイスに接続し、同じポリシーの同じクラスに属するすべてのパケットを集約す
ることを意味します。
◦ ポリシー内にポリシングまたはマーキング アクションがある限り、クラス デフォルト
は分類カウンタを保持します。
◦ クラスに複数の match ステートメントがある場合、分類カウンタは match ステートメン
トの 1 つにだけトラフィック カウンタを表示します。
• テーブル マップには次の制限事項があります。
◦ マークダウンを超過するポリシングのテーブル マップとマークダウンに違反するポリシ
ングのテーブル マップは、方向およびターゲットごとに 1 つのみサポートされます。
◦ テーブル マップは class-default で設定する必要があります。テーブル マップはユーザ定
義クラスに対してサポートされません。
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• 階層型ポリシーは次の機能で必要になります。
◦ ポート シェーパー
◦ 集約ポリシング機能
◦ PV ポリシー
◦ 親シェーピングおよび子マーキング/ポリシング
• 有線ターゲットを含むポートでは、次の階層型ポリシーだけがサポートされています。
◦ ワイヤレス クライアントの場合を除き、同じポリシー内でのポリシングの連結はサポー
トされていません。
◦ 同じポリシー内で階層型キューはサポートされていません（ポートシェーパーは例外）。
◦ 親クラスでは、すべてのフィルタが同じタイプでなければなりません。 子フィルタ タ
イプは次の例外を除き、親フィルタのタイプと一致している必要があります。
• IP に一致するように親クラスが設定されている場合、ACL に一致するように子ク
ラスを設定できます。
• CoS に一致するように親クラスが設定されている場合、ACL に一致するように子
クラスを設定できます。
• trust device device_type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、switchのスタ
ンドアロン コマンドとしてではなく、自動 QoS 設定でのみサポートされます。 trust device
device_type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを自動 QoS 設定で使用する
ときに、接続されているピア デバイスが対応デバイス（信頼ポリシーに一致するデバイスと
して定義されているデバイス）ではない場合、CoS 値と DSCP 値の両方が「0」に設定され、
すべての入力ポリシーが有効になりません。
次に、VLAN の QoS 機能を有線ターゲットに適用する場合の制限事項を示します。
• フラットつまり非階層型ポリシーでは、マーキングまたはテーブル マップのみサポートされ
ます。
次に、EtherChannel とチャネル メンバー インターフェイスで QoS 機能を適用するための制限事項
と考慮事項を示します。
• QoS は、EtherChannel インターフェイスではサポートされません。
• QoS は、入力および出力方向の EtherChannel メンバー インターフェイスでサポートされま
す。 すべての EtherChannel メンバーが同じ QoS ポリシーを適用する必要があります。 QoS
ポリシーが同じでない場合、異なるリンクの個々のポリシーは独立して機能します。
• チャネル メンバーへサービス ポリシーを付加すると、EtherChannel 内のすべてのポートに同
じポリシーが接続されていることを確認するようユーザに知らせる、次の警告メッセージが
表示されます。「Warning: add service policy will cause inconsistency with port xxx in ether channel
xxx. 」
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• 自動 QoS は EtherChannel メンバーではサポートされません。

（注）

EtherChannel へサービス ポリシーを付加すると、次のメッセージがコンソールに表示されま
す。「Warning: add service policy will cause inconsistency with port xxx in ether channel xxx. 」 この
警告メッセージは予期されるメッセージです。 この警告メッセージは、同じ EtherChannel 内
の他のポートに同じポリシーを付加するように促すものです。 同じメッセージがブートアッ
プ中にも表示されます。 このメッセージは、EtherChannel メンバー ポート間に不一致がある
ことを意味するものではありません。
関連トピック
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （72 ページ）
QoS の前提条件, （26 ページ）
QoS の概要, （27 ページ）
QoS の実装, （39 ページ）

ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項
全般的な制約事項
ターゲットは、ポリシーが適用されるエンティティです。有線またはワイヤレスターゲットにポ
リシーを適用できます。 有線ターゲットには、ポートまたは VLAN を指定できます。 ワイヤレ
ス ターゲットには、ポート、無線、SSID、またはクライアントを設定できます。 ユーザは、ポー
ト、SSID、およびクライアント ポリシーだけを設定できます。 ユーザは、無線ポリシングを設定
できません。 ポート、無線、SSID、クライアントの QoS ポリシーはダウンストリーム方向に適用
されます。アップストリーム方向では、SSID およびクライアント ターゲットだけがサポートされ
ます。 ダウンストリームは、トラフィックがswitchからワイヤレス クライアントに流れているこ
とを示します。 アップストリームは、トラフィックがワイヤレス クライアントからswitchに流れ
ていることを示します。
• ポート、SSID、および（AAA および Cisco IOS コマンドライン インターフェイスを使用す
る）クライアント ポリシーのみがユーザ設定可能です。 無線ポリシーはワイヤレス制御モ
ジュールで設定されるため、ユーザ設定できません。
• ポートおよび無線ポリシーは、出力方向にのみ適用できます。
• SSID およびクライアント ターゲットには、マーキングおよびポリシング ポリシーのみを設
定できます。
• 方向単位ターゲットあたり 1 つのポリシーがサポートされています。
• 出力 class-default SSID ポリシーの場合、平均シェーピング レートを設定した後にキュー バッ
ファの割合を 0 に設定する必要があります。
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ポートのワイヤレス QoS の制約事項
ワイヤレス ポート ターゲットに QoS 機能を適用する場合には、次の制約事項があります。
• すべてのワイヤレス ポートには、1 つのクラス デフォルトとその下に 1 つのアクション
シェーピングを持つ同様の親ポリシーが設定されています。 シェーピング レートは
802.11a/b/g/ac バンドに依存します。
• port_chlid_policy を変更することにより、子ポリシーで最大 4 個のクラスを作成できます。
• ポート レベルの port_child_policy に 4 つのクラスがある場合、1 つは non-client-nrt クラス、
もう 1 つは class-default である必要があります。
• 2 つのクラスに同じプライオリティ レベルを設定することはできません。 プライオリティ
レベル 1（音声トラフィックと制御トラフィック用）および 2（ビデオ用）のみがサポート
されます。
• マルチキャスト NRT クラス（non-client-nrt クラス）と class-default では、プライオリティ
はサポートされません。
• 4 つのクラスが設定されている場合、いずれか 2 つがプライオリティ クラスでなければなり
ません。 3 つのクラスのみが設定されている場合、少なくとも 1 つがプライオリティ クラス
でなければなりません。 3 つのクラスが設定されていて、non-client-nrt クラスがない場合、
両方のプライオリティ レベルが必要です。
• 一致する DSCP のみサポートされます。
• ワイヤレス制御モジュールによって適用されるポート ポリシーは、CLI を使用して削除する
ことはできません。
• 同じクラスのプライオリティ レートとポリシング CIR（MQC を使用）はサポートされてい
ません。
• キュー制限（重み付けテール ドロップを設定するために使用）はサポートされていません。
SSID に対するワイヤレス QoS の制約事項
次に、SSID で QoS 機能を適用するときの制約事項を示します。
• 入力ポリシーでは 1 つのテーブル マップがサポートされます。
• テーブル マップは、親 class-default でのみサポートされます。 最大 2 つのテーブル マップが
出力方向でサポートされ、QoS グループが関係する場合、3 つのテーブル マップを設定でき
ます。

（注）

テーブル マップは、クライアント ターゲットではサポートされません。

• ワイヤレス ポートのデフォルト ポリシーにキューが 2 つ（マルチキャスト NRT 用に 1 つ、
class-default 用に 1 つ）しかない場合、SSID レベルのポリシーは出力方向の音声およびビデ
オ クラスを設定できません。
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• プライオリティのないポリシングは出力方向でサポートされません。
• SSID レベルのプライオリティ設定は、RT1 および RT2 ポリサー（ポリサー用 AFD）を設定
する目的でのみ使用されます。 プライオリティの設定にシェーピング レートは含まれませ
ん。 そのため、プライオリティはポリシングのない SSID ポリシーに対して制限されます。
• DSCP2DSCP および COS2COS テーブルでのマッピングは、ポート レベル ポリシーの音声お
よびビデオ クラスの分類機能に基づいている必要があります。
• 子ポリシーの class-default ではアクションは許可されません。
• SSID の入力ポリシーでは、UP および DSCP フィルタ（一致基準）のみがサポートされます。
ACL およびプロトコルの一致基準はサポートされません。
• 入力方向のフラット ポリシー（非階層型）では、ポリシー設定はセット（テーブル マッ
プ）、ポリシング、またはその両方である必要があります。
クライアントのワイヤレス QoS の制約事項
次に、クライアント ターゲットでの QoS ポリシーの適用に関する制約事項を示します。
• デフォルトのクライアント ポリシーは、ACM イネーブルの WMM クライアント上でのみイ
ネーブルにされます。
• キューイングはサポートされていません。
• イネーブル状態の WLAN では、クライアント ポリシーの付加、削除また変更はサポートさ
れません。 ポリシーを適用、削除、変更するには、WLAN をシャットダウンする必要があ
ります。
• テーブル マップ設定は、ターゲット クライアントでサポートされていません。
• class-default で一緒に設定されたポリシングとセットは、出力方向でブロックされます。
policy-map foo
class class-default
police X
set dscp Y

• 親ポリシーが他のユーザ定義クラス マップを含む場合、子ポリシーは class-default でサポー
トされません。
• フラットな出力クライアント ポリシーでは、class-default 内のポリシングおよび他のクラス
内のマーキング アクションはサポートされません。
• クライアント ポリシーのポリシー マップ クラスのフィルタすべてに、同じ属性が必要です。
IPv4 または IPv6 アドレスなどのプロトコル固有の属性で一致するフィルタは、異なる属性
セットと見なされます。
• ACL で一致するフィルタでは、アクセス リストのすべての ACE（アクセス コントロール エ
ントリ）に同じ種類と同じ数の属性が必要です。
• クライアント出力ポリシーでは、マーキング属性で一致するフィルタにおいて、policy-map
内のすべてのフィルタが同じマーキング属性で一致する必要があります。 たとえば、フィル

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
74

OL-32605-01-J

QoS の設定
QoS の設定方法

タが DSCP で一致する場合、ポリシー内のすべてのフィルタが DSCP で一致する必要があり
ます。
• ポート範囲で一致する ACL とサブネットは、入力方向でのみサポートされます。
関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
ポート ポリシー, （32 ページ）
ポート ポリシーの形式, （33 ページ）
無線ポリシー, （35 ページ）
有線ターゲットの QoS に関する制約事項, （69 ページ）
QoS の前提条件, （26 ページ）
QoS の概要, （27 ページ）
QoS の実装, （39 ページ）

QoS の設定方法
クラス、ポリシー、およびテーブル マップの設定
トラフィック クラスの作成（CLI）
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。

はじめる前に
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。
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手順の概要
1. configure terminal
2. class-map {class-map name | match-any}
3. match access-group {index number | name}
4. match class-map class-map name
5. match cos cos value
6. match dscp dscp value
7. match ip {dscp dscp value | precedence precedence value }
8. match non-client-nrt
9. match qos-group qos group value
10. match vlan vlan value
11. match wlan user-priority wlan value
12. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

class-map {class-map name | match-any}
例：
Switch(config)# class-map test_1000
Switch(config-cmap)#

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。
• 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。
• 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。 これはデフォルトです。

ステップ 3

match access-group {index number | name} このコマンドでは次のパラメータを使用できます。
例：
Switch(config-cmap)# match access-group
100
Switch(config-cmap)#

• access-group
• class-map
• cos
• dscp
• ip
• non-client-nrt
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コマンドまたはアクション

目的
• precedence
• qos-group
• vlan
• wlan user priority
（任意）この例では、アクセス グループ ID を入力しま
す。
• アクセス リスト インデックス（1 ～ 2799 の値）
• 名前付きアクセス リスト

ステップ 4

match class-map class-map name

（任意）別のクラス マップ名に一致します。

例：
Switch(config-cmap)# match class-map
test_2000
Switch(config-cmap)#

ステップ 5

match cos cos value
例：

• 最大 4 つの CoS 値（0 ～ 7）をスペースで区切って入

Switch(config-cmap)# match cos 2 3 4 5
Switch(config-cmap)#

ステップ 6

（任意）IEEE 802.1Q または ISL サービス クラス（ユー
ザ）プライオリティ値に一致します。

match dscp dscp value

力します。
（任意）IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値に一致しま
す。

例：
Switch(config-cmap)# match dscp af11
af12
Switch(config-cmap)#

ステップ 7

match ip {dscp dscp value | precedence
precedence value }

• dscp：IP DSCP（DiffServ コードポイント）に一致し
ます。

例：
Switch(config-cmap)# match ip dscp af11
af12
Switch(config-cmap)#

ステップ 8

（任意）次を含む IP 値に一致します。

match non-client-nrt

• precedence：IP precedence（0 ～ 7）に一致します。

（任意）非クライアントの NRT（非リアルタイム）に一
致します。

例：
Switch(config-cmap)# match
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

non-client-nrt
Switch(config-cmap)#

（注）

match qos-group qos group value

（任意）QoS グループ値（0 ～ 31）に一致します。

この一致は、ワイヤレス ポートのポリシーにの
み適用できます。 これは、すべての複数の宛先
および AP（非クライアント）宛のトラフィッ
クを伝送します。

例：
Switch(config-cmap)# match qos-group 10
Switch(config-cmap)#

ステップ 10

match vlan vlan value

（任意）VLAN ID（1 ～ 4095）に一致します。

例：
Switch(config-cmap)# match vlan 210
Switch(config-cmap)#

ステップ 11

match wlan user-priority wlan value
例：

（任意）802.11e に固有の値に一致します。 ユーザ プライ
オリティ 802.11e ユーザ プライオリティ（0 ～ 7）を入力
します。

Switch(config-cmap)# match wlan user
priority 7
Switch(config-cmap)#

ステップ 12

設定の変更内容を保存します。

end
例：
Switch(config-cmap)# end

次の作業
ポリシー マップを設定します。
関連トピック
クラス マップ, （46 ページ）
例：アクセス コントロール リストによる分類, （140 ページ）
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トラフィック ポリシーの作成（CLI）
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、スイッチが自動的にポリシー 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。
次のポリシー マップ クラスのアクションがサポートされます。
• admit：コール アドミッション制御（CAC）の要求を許可します。
• bandwidth：帯域幅設定オプション。
• exit：QoS クラス アクション コンフィギュレーション モードを終了します。
• no：コマンドのデフォルト値を無効にするか、設定します。
• police：ポリシング機能の設定オプション。
• priority：このクラスの完全スケジューリング プライオリティの設定オプション。
• queue-buffers：キューのバッファ設定オプション。
• queue-limit：重み付けテール ドロップ（WTD）設定オプションのキューの最大しきい値。
• service-policy：QoS サービス ポリシーを設定します。
• set：次のオプションを使用して QoS 値を設定します。
◦ CoS 値
◦ DSCP 値
◦ precedence 値
◦ QoS グループ値
◦ WLAN 値
• shape：トラフィック シェーピング設定オプション。

はじめる前に
最初にクラス マップを作成する必要があります。
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手順の概要
1. configure terminal
2. policy-map policy-map name
3. class {class-name | class-default}
4. admit
5. bandwidth {kb/s kb/s value | percent percentage | remaining {percent | ratio}}
6. exit
7. no
8. police {target_bit_rate | cir | rate}
9. priority {kb/s | level level value | percent percentage value}
10. queue-buffers ratio ratio limit
11. queue-limit {packets | cos | dscp | percent}
12. service-policy policy-map name
13. set {cos | dscp | ip | precedence | qos-group | wlan}
14. shape average {target _bit_rate | percent}
15. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

policy-map policy-map name

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。

例：

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。

Switch(config)# policy-map
test_2000
Switch(config-pmap)#

ステップ 3

class {class-name | class-default}
例：

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。
未分類のパケットのシステムデフォルトクラスも作成できます。

Switch(config-pmap)# class
test_1000
Switch(config-pmap-c)#
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

admit

（任意）コール アドミッション制御（CAC）の要求を許可しま
す。 このコマンドおよび使用の詳細な例については、コール ア
ドミッション制御の設定（CLI）, （109 ページ）を参照してくだ
さい。

例：
Switch(config-pmap-c)# admit cac
wmm-tspec
Switch(config-pmap-c)#

ステップ 5

（注）

このコマンドは、ワイヤレス QoS の CAC だけを設定
します。

bandwidth {kb/s kb/s value | percent （任意）次のいずれかを使用して帯域幅を設定します。
percentage | remaining {percent | ratio}}
• kb/s：kpbs に 20000 ～ 10000000 の値を入力します。
例：

• percent：このポリシー マップに使用される総帯域幅の割合

Switch(config-pmap-c)# bandwidth
50
Switch(config-pmap-c)#

を入力します。
• remaining：残りの帯域幅の割合を入力します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、帯域幅の設定
（CLI）, （117 ページ）を参照してください。

ステップ 6

（任意）QoS クラス アクション コンフィギュレーション モード
を終了します。

exit
例：
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap-c)#

ステップ 7

（任意）コマンドを無効にします。

no
例：
Switch(config-pmap-c)# no
Switch(config-pmap-c)#

ステップ 8

police {target_bit_rate | cir | rate}

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を入力します。8000 ～

例：

10000000000 の値を入力します。

Switch(config-pmap-c)# police
100000
Switch(config-pmap-c)#

• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの PCR、または
シングルレベルの ATM 4.0 ポリサー ポリシーの SCR を指定
します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、ポリシングの設
定（CLI）, （119 ページ）を参照してください。
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コマンドまたはアクション
ステップ 9

目的

priority {kb/s | level level value | percent （任意）このクラスに完全スケジューリング プライオリティを
percentage value}
設定します。 コマンド オプションは次のとおりです。
例：
Switch(config-pmap-c)# priority
percent 50
Switch(config-pmap-c)#

• kb/s：kbps に 1 ～ 2000000 の値を入力します。
• level：マルチレベル プライオリティ キューを確立します。
値を入力します（1 または 2）。
• percent：このプライオリティの全帯域幅の割合を入力しま
す。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、プライオリティ
の設定（CLI）, （122 ページ）を参照してください。

ステップ 10

queue-buffers ratio ratio limit
例：
Switch(config-pmap-c)#
queue-buffers ratio 10
Switch(config-pmap-c)#

ステップ 11

queue-limit {packets | cos | dscp |
percent}
例：
Switch(config-pmap-c)# queue-limit
cos 7 percent 50
Switch(config-pmap-c)#

（任意）クラスのキュー バッファを設定します。 キュー バッ
ファの割合制限（0 ～ 100）を入力します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、キュー バッファ
の設定（CLI）, （125 ページ）を参照してください。

（任意）テール ドロップに対してキューの最大しきい値を指定
します。
• packets：デフォルトのパケット数。1 ～ 2000000 の間の値を
入力します。
• cos：各 CoS 値のパラメータを入力します。
• dscp：各 DSCP 値のパラメータを入力します。
• percent：しきい値の割合を入力します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、キュー制限の設
定（CLI）, （127 ページ）を参照してください。

ステップ 12

service-policy policy-map name

（任意）QoS サービス ポリシーを設定します。

例：
Switch(config-pmap-c)#
service-policy test_2000
Switch(config-pmap-c)#

ステップ 13

set {cos | dscp | ip | precedence |
qos-group | wlan}
例：

（任意）QoS 値を設定します。 使用可能な QoS 設定値は次のと
おりです。
• cos：IEEE 802.1Q/ISL サービス クラスまたはユーザ プライ
オリティを設定します。

Switch(config-pmap-c)# set cos 7
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コマンドまたはアクション

目的
• dscp：IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP を設定します。

Switch(config-pmap-c)#

• ip：IP 固有の値を設定します。
• precedence：IP（v4）および IPv6 パケットの precedence を
設定します。
• qos-group：QoS グループを設定します。
• wlan：WLAN ユーザ プライオリティを設定します。
ステップ 14

shape average {target _bit_rate |
percent}

（任意）トラフィック シェーピングを設定します。 コマンド パ
ラメータは次のとおりです。
• target_bit_rate：ターゲット ビット レート。

例：
Switch(config-pmap-c) #shape
average percent 50
Switch(config-pmap-c) #

ステップ 15

• percent：認定情報レートのインターフェイス帯域幅の割合。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、シェーピングの
設定（CLI）, （130 ページ）を参照してください。
設定の変更内容を保存します。

end
例：
Switch(config-pmap-c) #end
Switch(config-pmap-c) #

次の作業
インターフェイスを設定します。
関連トピック
ポリシー マップ, （47 ページ）

クライアント ポリシーの設定（GUI）

ステップ 1

Choose [Configuration] > [Wireless] を選択します。

ステップ 2

左側のペインをクリックして [QoS] ノードを拡大し、[QOS-Policy] を選択します。
[QOS-Policy] ページが表示されます。

ステップ 3

[Add New] をクリックして、新しい QoS ポリシーを作成します。
[Create QoS Policy] ページが表示されます。
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ステップ 4

[Policy Type] ドロップダウン メニューから [Client] を選択します。

ステップ 5

ポリシーを適用する必要がある方向を、[Policy Direction] ドロップダウン メニューから選択します。
次のオプションを使用できます。
• 入力
• Egress

ステップ 6

[Policy Name] テキスト ボックスにポリシー名を指定します。

ステップ 7

[Description] テキスト ボックスにポリシーの説明を入力します。

ステップ 8

（任意） [Enable Voice] または [Enable Video] チェックボックスをオンにして、デフォルトの音声または
ビデオ設定パラメータを設定します。
次のオプションを使用できます。
• [Trust]：このポリシーの分類タイプの動作を指定します。 次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。 指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [User Priority]：このオプションは、[Policy Direction] が入力の場合に使用できます。 802.11e ユー
ザ プライオリティを入力します。 範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [COS]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。 IEEE 802.1Q サー
ビス クラスと一致します。 範囲は 0 ～ 7 です。
• [Mark]：各パケットにマーキング ラベルを指定します。 次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。 指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [CoS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。 範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [User Priority]：802.11e ユーザ プライオリティを入力します。 範囲は 0 ～ 7 です。
• [Police(kbps)]：ポリシング レートを kbps 単位で指定します。
（注）

ステップ 9

マーキングおよびポリシング オプションは任意で
す。

[Class-default] パラメータを指定します。
次のオプションを使用できます。
• [Mark]：各パケットにマーキング ラベルを指定します。 次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。 指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [CoS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。 範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [User Priority]：802.11e ユーザ プライオリティを入力します。 範囲は 0 ～ 7 です。
• [Police (kbps)]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。 このオプション
は、ポリシング レートを kbps 単位で指定します。

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
84

OL-32605-01-J

QoS の設定
クラス、ポリシー、およびテーブル マップの設定

出力クライアント ポリシーの作成時に class-default クラスのマーキングまたはポリシング アク
ションを選択できます。
ステップ 10 （任意） ユーザ定義クラスを設定するには、[User Defined Classes] チェックボックスをオンにします。
次のオプションを使用できます。
（注）

• [Trust]：このポリシーの分類タイプの動作を指定します。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。 指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [User Priority]：このオプションは、[Policy Direction] が入力の場合に使用できます。 802.11e ユー
ザ プライオリティを入力します。 範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [COS]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。 IEEE 802.1Q サー
ビス クラスと一致します。 範囲は 0 ～ 7 です。
• [Mark]：各パケットにマーキング ラベルを指定します。 次のオプションを使用できます。
◦ [DSCP]：特定の QoS を示すラベルを割り当てます。 指定できる範囲は 0 ～ 63 です。
◦ [CoS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。 範囲は 0 ～ 7 です。
◦ [User Priority]：802.11e ユーザ プライオリティを入力します。 範囲は 0 ～ 7 です。
• [Police (kbps)]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。 このオプション
は、ポリシング レートを kbps 単位で指定します。
（注）

各クライアント ポリシーに最大 5 つのユーザ定義クラスを追加できま
す。

ステップ 11 [Add] をクリックして、ポリシーを追加します。

関連トピック
クライアント ポリシー, （36 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：クライアント ポリシー, （147 ページ）

クライアント ポリシーの設定
次のいずれかの方法を使用して、クライアント ポリシーを設定できます。
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方式

トピック/詳細

デフォルト クライアント ポリシー

アドミッション制御（ACM）が WMM クライ
アントに対してイネーブルの場合、スイッチの
ワイヤレス制御モジュールは、デフォルト クラ
イアント ポリシーを適用します。 ACM がディ
セーブルの場合、デフォルト クライアント ポ
リシーはありません。
デフォルト ポリシーは次のとおりです。
• 入力：cldeffromWMM
• 出力：cldeftoWMM
ACM がイネーブルにされているかどうかは、
show ap dot11 {5ghz | 24ghz} コマンドを使用し
て確認できます。 ACM をイネーブルにするに
は、ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice acm コマ
ンドを使用します。

GUI を使用して WLAN にクライアント ポリシー クライアント ポリシーの設定（GUI）, （83
を適用します。
ページ）
CLI を使用して WLAN にクライアント ポリシー WLAN での SSID またはクライアント ポリシー
を適用します。
の適用（CLI）, （96 ページ）
AAA サーバ（ACS/ISE）によりポリシー マッ
プを適用します

『Cisco Identity Services Engine User Guide』
『Cisco Secure Access Control System User Guide』

クラスベースのパケット マーキングの設定（CLI）
この手順は、次のクラスベースパケット マーキング機能をスイッチで設定する方法を示します。
• CoS 値
• DSCP の値
• IP 値
• precedence 値
• QoS グループ値
• WLAN 値

はじめる前に
この手順を開始する前にクラス マップとポリシー マップを作成する必要があります。
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手順の概要
1. configure terminal
2. policy-map policy name
3. class class name
4. set cos {cos value | cos table table-map name | dscp table table-map name | precedence table table-map
name | qos-group table table-map name | wlan user-priority table table-map name}
5. set dscp {dscp value | default | dscp table table-map name | ef | precedence table table-map name |
qos-group table table-map name | wlan user-priority table table-map name}
6. set ip {dscp | precedence}
7. set precedence {precedence value | cos table table-map name | dscp table table-map name | precedence
table table-map name | qos-group table table-map name}
8. set qos-group {qos-group value | dscp table table-map name | precedence table table-map name}
9. set wlan user-priority {wlan user-priority value | cos table table-map name | dscp table table-map name
| qos-group table table-map name | wlan table table-map name}
10. end
11. show policy-map

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステッ
プ2

policy-map policy name

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。

例：

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。

Switch(config)# policy-map
policy1
Switch(config-pmap)#

ステッ
プ3

class class name

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。
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。

例：
Switch(config-pmap)# class
class1
Switch(config-pmap-c)#

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モードには、次のコマ
ンド オプションが含まれます。
• admit：コール アドミッション制御（CAC）の要求を許可します。
• bandwidth：帯域幅設定オプション。
• exit：QoS クラス アクション コンフィギュレーション モードを終了
します。
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コマンドまたはアクション

目的
• no：コマンドのデフォルト値を無効にするか、設定します。
• police：ポリシング機能の設定オプション。
• priority：このクラスの完全スケジューリング プライオリティの設
定オプション。
• queue-buffers：キューのバッファ設定オプション。
• queue-limit：重み付けテール ドロップ（WTD）設定オプションの
キューの最大しきい値。
• service-policy：QoS サービス ポリシーを設定します。
• set：次のオプションを使用して QoS 値を設定します。
◦ CoS 値
◦ DSCP 値
◦ precedence 値
◦ QoS グループ値
◦ WLAN 値
• shape：トラフィック シェーピング設定オプション。
（注）

ステッ
プ4

この手順では、set コマンド オプションを使用して、使用可能
な設定について説明します。 その他のコマンド オプション
（admit、bandwidth など）についてはこのマニュアルの他の
項で説明します。 このタスクでは使用可能なすべての set コマ
ンドが示されますが、クラス単位でサポートされるのは 1 つの
set コマンドだけです。

set cos {cos value | cos table
（任意）発信パケットの固有の IEEE 802.1Q レイヤ 2 CoS 値を設定しま
table-map name | dscp table
す。 値は 0 ～ 7 です。
table-map name | precedence table
table-map name | qos-group table set cos コマンドを使用して次の値を設定することもできます。
table-map name | wlan user-priority
• cos table：CoS 値をテーブル マップに基づいて設定します。
table table-map name}
• dscp table：コード ポイント値をテーブル マップに基づいて設定し
例：
ます。
Switch(config-pmap)# set cos 5
Switch(config-pmap)#

• precedence table：コード ポイント値をテーブル マップに基づいて
設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グループから CoS
値を設定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• wlan user-priority table：テーブル マップに基づいて WLAN ユーザ
プライオリティから CoS 値を設定します。

ステッ
プ5

set dscp {dscp value | default | dscp （任意）DSCP 値を設定します。
table table-map name | ef |
precedence table table-map name | 特定の DSCP 値の設定に加えて、set dscp コマンドを使用して次を設定で
qos-group table table-map name | きます。
wlan user-priority table table-map
• default：パケットをデフォルト DSCP 値（000000）と一致させま
name}
す。
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP からパケットの DSCP

例：
Switch(config-pmap)# set dscp
af11
Switch(config-pmap)#

値を設定します。
• ef：パケットを EF DSCP 値（101110）と一致させます。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位からパケット
の DSCP 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グループからパ
ケットの DSCP 値を設定します。
• wlan user-priority table：パケットの DSCP 値を、テーブル マップに
基づいた WLAN ユーザ プライオリティに基づいて設定します。

ステッ
プ6

set ip {dscp | precedence}
例：

（任意）IP 固有の値を設定します。 これらの値は、IP DSCP 値または IP
precedence 値です。
set ip dscp コマンドを使用して次の値を設定することもできます。

Switch(config-pmap)# set ip
dscp c3
Switch(config-pmap)#

• dscp value：特定の DSCP の値を設定します。
• default：パケットをデフォルト DSCP 値（000000）と一致させま
す。
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP からパケットの DSCP
値を設定します。
• ef：パケットを EF DSCP 値（101110）と一致させます。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位からパケット
の DSCP 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グループからパ
ケットの DSCP 値を設定します。
• wlan user-priority table：パケットの DSCP 値を、テーブル マップに
基づいた WLAN ユーザ プライオリティに基づいて設定します。
set ip precedence コマンドを使用して次の値を設定することもできます。
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コマンドまたはアクション

目的
• precedence value：precedence 値を設定します（0 ～ 7）。
• cos table：テーブル マップに基づいてレイヤ 2 CoS からパケットの
precedence 値を設定します。
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP 値からパケットの
precedence 値を設定します。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位から precedence
値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グループから
precedence 値を設定します。

ステッ
プ7

set precedence {precedence value | （任意）IPv4 と IPv6 パケットの precedence 値を設定します。
cos table table-map name | dscp
table table-map name | precedence set precedence コマンドを使用して次の値を設定することもできます。
table table-map name | qos-group
• precedence value：precedence 値を設定します（0 ～ 7）。
table table-map name}
• cos table：レイヤ 2 CoS からのパケットの precedence 値をテーブル
マップに基づいて設定します。
例：
Switch(config-pmap)# set
precedence 5
Switch(config-pmap)#

• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP 値からパケットの
precedence 値を設定します。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位から precedence
値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グループから
precedence 値を設定します。

ステッ
プ8

set qos-group {qos-group value |
（任意）QoS グループ値を設定します。 このコマンドを使用して次の値
dscp table table-map name |
を設定できます。
precedence table table-map name}
• qos-group value：1 から 31 までの数。
例：
Switch(config-pmap)# set
qos-group 10
Switch(config-pmap)#

• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP からコード ポイント
値を設定します。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位からコード
ポイント値を設定します。

ステッ
プ9

set wlan user-priority {wlan
user-priority value | cos table
table-map name | dscp table
table-map name | qos-group table
table-map name | wlan table
table-map name}

（任意）WLAN ユーザ プライオリティ値を設定します。 このコマンド
を使用して次の値を設定できます。
• wlan user-priority value：0 ～ 7 の範囲の値。
• cos table：テーブル マップに基づいて Cos から WLAN ユーザ プラ
イオリティ値を設定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP から WLAN ユーザ プ
ライオリティ値を設定します。

例：

• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グループから

Switch(config-pmap)# set wlan
user-priority 1
Switch(config-pmap)#

WLAN ユーザ プライオリティ値を設定します。
• wlan table：テーブル マップに基づいて WLAN ユーザ プライオリ
ティから WLAN ユーザ プライオリティ値を設定します。

ステッ
プ 10

設定変更を保存します。

end
例：
Switch(config-pmap)# end
Switch#

ステッ
プ 11

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべてのクラスに関す
るポリシー設定情報を表示します。

show policy-map
例：
Switch# show policy-map

次の作業
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 ポリシーを付加します。

音声およびビデオに対するクラス マップの設定（CLI）
音声およびビデオ トラフィックに対するクラス マップを設定するには、次の手順に従います。

手順の概要
1. configure terminal
2. class-map class-map-name
3. match dscp dscp-value-for-voice
4. end
5. configure terminal
6. class-map class-map-name
7. match dscp dscp-value-for-video
8. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

class-map class-map-name

クラス マップを作成します。

例：
Switch(config)# class-map voice

ステップ 3

match dscp dscp-value-for-voice

IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値を照合します。
この値を 46 に設定します。

例：
Switch(config-cmap)# match dscp 46

ステップ 4

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを
押しても、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了できます。

Switch(config)# end

ステップ 5

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：
Switch# configure terminal

ステップ 6

class-map class-map-name

クラス マップを設定します。

例：
Switch(config)# class-map video

ステップ 7

match dscp dscp-value-for-video

IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値を照合します。
この値を 34 に設定します。

例：
Switch(config-cmap)# match dscp 34

ステップ 8

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを
押しても、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了できます。

Switch(config)# end

トラフィック ポリシーのインターフェイスへの付加（CLI）
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）。
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はじめる前に
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。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface type
3. service-policy {input policy-map | output policy-map }
4. end
5. show policy map

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

interface type

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。

例：
Switch(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)#

インターフェイス コンフィギュレーションのコマンド パラメータ
は次のとおりです。
• Auto Template：自動テンプレート インターフェイス
• Capwap：Capwap トンネル インターフェイス
• GigabitEthernet：Gigabit Ethernet IEEE 802
• GroupVI：グループ仮想インターフェイス
• Internal Interface：内部インターフェイス
• Loopback：ループバック インターフェイス
• Null：ヌル インターフェイス
• Port-channel：インターフェイスのイーサネット チャネル
• TenGigabitEthernet：10 ギガビット イーサネット
• Tunnel：トンネル インターフェイス
• Vlan：Catalyst VLAN
• Range：インターフェイス範囲
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

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

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。
このポリシー マップは、そのインターフェイスのサービス ポリシー
として使用されます。

例：
Switch(config-if)#
service-policy output
policy_map_01
Switch(config-if)#

ステップ 4

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。

end
例：
Switch(config-if)# end
Switch#

ステップ 5

show policy map

（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。

例：
Switch# show policy map

次の作業
他のトラフィック 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。
関連トピック
物理ポートのポリシー マップ, （48 ページ）

SSID ポリシーの設定（GUI）

ステップ 1

Choose [Configuration] > [Wireless] を選択します。

ステップ 2

左側のペインをクリックして [QoS] ノードを拡大し、[QOS-Policy] を選択します。
[Create QoS Policy] ページが表示されます。

ステップ 3

[Add New] をクリックして、新しい QoS ポリシーを作成します。
[QoS] ポリシー ページが表示されます。

ステップ 4

[Policy Type] ドロップダウン メニューから [SSID] を選択します。

ステップ 5

ポリシーを適用する必要がある方向を [Policy Direction] ドロップダウン リストから選択します。
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次のオプションを使用できます。
• 入力
• Egress
（注）
（注）

音声およびビデオは、出力方向でのみ設定できま
す。
音声およびビデオ クラスの出力 SSID ポリシーを作成するときに、プライオリティ レベルを持
つ音声およびビデオ クラスが port_child_policy ですでに設定されている場合は、既存の
port_child_policy が使用されます。 port_child_policy に音声およびビデオ クラスがない場合、
スイッチは、音声およびビデオ トラフィック用の port_child_policy で、プライオリティ レベル
1 および 2 を持つ音声およびビデオ クラスを作成します。

ステップ 6

[Policy Name] テキスト ボックスにポリシー名を指定します。

ステップ 7

[Description] テキスト ボックスにポリシーの説明を入力します。

ステップ 8

[Trust] ドロップダウン リストから信頼パラメータを選択します。
次のオプションを使用できます。
• [DSCP]：特定の QoS を DSCP として示すラベルを割り当てます。
• [COS]：IEEE 802.1Q サービス クラスと一致します。 このオプションは、[Policy Direction] が入力の
場合は使用できません。
• [User Priority]：802.11e ユーザ プライオリティを入力します。 このオプションは、[Policy Direction]
が出力の場合は使用できません。
• [None]：このオプションは、[Policy Direction] が出力の場合に使用できます。 このオプションは、出
力ポリシーに対してのみ使用できます。

ステップ 9

上記の [Egress] ポリシーを選択した場合は、次のオプションを使用できます。
• [Bandwidth]：帯域幅レートを指定します。 次のオプションを使用できます。
◦ [Rate]：帯域幅を kbps 単位で指定します。 [Value] フィールドに kbps 単位で値を入力します。
◦ [Remaining Ratio]：BRR（帯域幅余剰比率）で帯域幅を指定します。 [Percent] フィールドに割合
を入力します。
（注）

[Bandwidth] パラメータの [Rate] オプションを選択した場合、この値を、音声およびビデオ
トラフィックのポリシング値の合計よりも大きく設定する必要があります。

.
• [Enable Voice]：[Enable Voice] チェックボックスをオンにして、このポリシーの音声トラフィックを
イネーブルにします。 次のプロパティを指定します。
◦ [Priority]：このポリシーのプライオリティを完全スケジューリングに設定します。 プライオリ
ティ レベルを 1 に設定します。
◦ [Police (kbps)]：ポリシング レートを kbps 単位で指定します。
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◦ [CAC]：CAC をイネーブルまたはディセーブルにします。 CAC をイネーブルにした場合、次の
オプションを指定する必要があります。
◦ [User priority]：このオプションは [Policy Direction] が入力の場合に使用できます。 802.11e
ユーザ プライオリティを入力します。 範囲は 0 ～ 7 です。 デフォルトでは、値 6 が割り
当てられます。
◦ Rate(kbps)
（注）

CAC レートはポリシング レート未満にする必要がありま
す。

• [Enable Video]：[Enable Video] チェックボックスをオンにして、このポリシーのビデオ トラフィック
をイネーブルにします。 次のプロパティを指定します。
• [Priority]：このポリシーのプライオリティを完全スケジューリングに設定します。
• [Police (kbps)]：ポリシング レートを kbps 単位で指定します。
ステップ 10 [Apply] をクリックします。

関連トピック
SSID ポリシー, （35 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：SSID ポリシー
例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定, （145 ページ）

WLAN での SSID またはクライアント ポリシーの適用（CLI）
はじめる前に
SSID に適用する前にサービス ポリシー マップを設定する必要があります SSID。

手順の概要
1. configure terminal
2. wlan profile-name
3. service-policy [ input | output ] policy-name
4. service-policy client [ input | output ] policy-name
5. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

wlan profile-name

WLAN コンフィギュレーション サブモードを開始します。
profile-name は設定されている WLAN のプロファイル名で
す。

例：
Switch# wlan test4

ステップ 3

service-policy [ input | output ]
policy-name

ポリシーを適用します。 次のオプションを使用できます。
• input：WLAN 入力トラフィックにポリシー マップを割
り当てます。

例：
Switch(config-wlan)# service-policy
input policy-map-ssid

• output：WLAN 出力トラフィックにポリシー マップを
割り当てます。

ステップ 4

service-policy client [ input | output ]
policy-name

ポリシーを適用します。 次のオプションを使用できます。
• input：WLAN の入力方向にクライアント ポリシーを割
り当てます。

例：
Switch(config-wlan)# service-policy
client input policy-map-client

• output：WLAN の出力方向にクライアント ポリシーを
割り当てます。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを押して
も、グローバル コンフィギュレーション モードを終了でき
ます。

end
例：
Switch(config)# end

関連トピック
SSID ポリシー, （35 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：SSID ポリシー
例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定, （145 ページ）

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
OL-32605-01-J

97

QoS の設定
クラス、ポリシー、およびテーブル マップの設定

ポリシーマップによる物理ポートのトラフィックの分類、ポリシング、およびマー
キング（CLI）
実行対象となるトラフィッククラスを指定する非階層型ポリシーマップを、物理ポート上に設定
できます。 サポートされるアクションは再マーキングとポリシングです。

はじめる前に
この手順を開始する前に、ネットワーク トラフィックの分類、ポリシング、およびマーキングに
ついて、あらかじめポリシー マップによって決定しておく必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. class-map {class-map name | match-any }
3. match access-group { access list index | access list name }
4. policy-map policy-map-name
5. class {class-map-name | class-default}
6. set {cos | dscp | ip | precedence | qos-group | wlan user-priority}
7. police {target_bit_rate | cir | rate }
8. exit
9. exit
10. interface interface-id
11. service-policy input policy-map-name
12. end
13. show policy-map [policy-map-name [class class-map-name]]
14. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

class-map {class-map name |
match-any }
例：
Switch(config)# class-map ipclass1
Switch(config-cmap)# exit

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。
• 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。
• 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
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コマンドまたはアクション

フィック クラスの一部と分類されます。 これはデフォルトで
す。

Switch(config)#

ステップ 3

目的

match access-group { access list index 分類基準をクラス マップに一致するように指定します。 次の基準
| access list name }
について照合できます。
• access-group：アクセス グループに一致します。

例：
Switch(config-cmap)# match
access-group 1000
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)#

• class-map：別のクラス マップに一致します。
• cos：CoS 値に一致します。
• dscp：DSCP 値に一致します。
• ip：特定の IP 値に一致します。
• non-client-nrt：非クライアント NRT に一致します。
• precedence：IPv4 および IPv6 パケットの precedence 値に一致
します。
• qos-group：QoS グループに一致します。
• vlan：VLAN に一致します。
• wlan：ワイヤレス LAN に一致します。

ステップ 4

policy-map policy-map-name
例：
Switch(config)# policy-map flowit
Switch(config-pmap)#

ステップ 5

ポリシー マップ名を入力することによってポリシー マップを作成
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。
デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。

class {class-map-name | class-default} トラフィックの分類を定義し、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。
例：
Switch(config-pmap)# class
ipclass1
Switch(config-pmap-c)#

デフォルトでは、ポリシー マップ クラス マップは定義されていま
せん。
すでに class-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 クラスが定義されている場合は、このコマ
ンドで class-map-name にその名前を指定します。
class-default トラフィック クラスは定義済みで、どのポリシーに
も追加できます。 このトラフィック クラスは、常にポリシー マッ
プの最後に配置されます。 暗黙の match any が class-default クラ
スに含まれている場合、他のトラフィック クラスと一致していな
いすべてのパケットは class-default と一致します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

set {cos | dscp | ip | precedence |
qos-group | wlan user-priority}

（任意）QoS 値を設定します。 使用可能な QoS 設定値は次のとお
りです。

例：
Switch(config-pmap-c)# set dscp
45
Switch(config-pmap-c)#

• cos：IEEE 802.1Q/ISL サービス クラスまたはユーザ プライオ
リティを設定します。
• dscp：IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP を設定します。
• ip：IP 固有の値を設定します。
• precedence：IP（v4）および IPv6 パケットの precedence を設
定します。
• qos-group：QoS グループを設定します。
• wlan user-priority：WLAN ユーザ プライオリティを設定しま
す。
この例では、set dscp コマンドが、パケットでの新しい DSCP 値を
設定して IP トラフィックを分類します。

ステップ 7

police {target_bit_rate | cir | rate }
例：
Switch(config-pmap-c)# police
100000 conform-action transmit
exceed-action
drop
Switch(config-pmap-c)#

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定し、8000 ～
10000000000 の値を入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの PCR、またはシ
ングルレベルの ATM 4.0 ポリサー ポリシーの SCR を指定し
ます。
この例では、100000 セットのターゲット ビット レートを超えるト
ラフィックがドロップされるクラスに police コマンドがポリサー
を追加します。

ステップ 8

exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config-pmap-c)# exit

ステップ 9

exit

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：
Switch(config-pmap)# exit
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

ポリシー マップを適用するポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：

有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれます。

Switch(config)# interface
gigabitethernet 2/0/1

ステップ 11

service-policy input policy-map-name ポリシー マップ名を指定し、入力ポートに適用します。 サポート
されるポリシー マップは、入力ポートに 1 つだけです。
例：
Switch(config-if)# service-policy
input flowit

ステップ 12

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 13

show policy-map [policy-map-name
[class class-map-name]]

（任意）入力を確認します。

例：
Switch# show policy-map

ステップ 14

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy-running-config
startup-config

次の作業
必要に応じて QoS 設定は、ポリシー マップを使用して、SVI のトラフィックの分類、ポリシン
グ、およびマーキングを設定します。
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ポリシー マップによる SVI のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング
（CLI）
はじめる前に
この手順を開始する前に、ポリシーマップを使用して、ネットワークトラフィックの分類、ポリ
シング、およびマーキングについて決定しておく必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. class-map {class-map name | match-any }
3. match vlan vlan number
4. policy-map policy-map-name
5. description description
6. class {class-map-name | class-default}
7. set {cos | dscp | ip | precedence | qos-group | wlan user-priority}
8. police {target_bit_rate | cir | rate}
9. exit
10. exit
11. interface interface-id
12. service-policy input policy-map-name
13. end
14. show policy-map [policy-map-name [class class-map-name]]
15. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

class-map {class-map name | match-any 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。
}
• 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：
Switch(config)# class-map
class_vlan100

• 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。 これはデフォ
ルトです。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

match vlan vlan number

VLAN をクラス マップに一致するように指定します。

例：
Switch(config-cmap)# match vlan 100
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)#

ステップ 4

policy-map policy-map-name
例：

ステップ 5

ポリシー マップ名を入力することによってポリシー マップを作
成し、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。

Switch(config)# policy-map
policy_vlan100
Switch(config-pmap)#

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。

description description

（任意）ポリシー マップの説明を入力します。

例：
Switch(config-pmap)# description
vlan 100

ステップ 6

class {class-map-name | class-default} トラフィック分類を定義し、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。
例：
Switch(config-pmap)# class
class_vlan100
Switch(config-pmap-c)#

デフォルトでは、ポリシー マップ クラス マップは定義されてい
ません。
すでに class-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 クラスが定義されている場合は、この
コマンドで class-map-name にその名前を指定します。
class-default トラフィック クラスは定義済みで、どのポリシー
にも追加できます。 このトラフィック クラスは、常にポリシー
マップの最後に配置されます。 暗黙の match any が class-default
クラスに含まれている場合、他のトラフィック クラスと一致し
ていないすべてのパケットは class-default と一致します。

ステップ 7

set {cos | dscp | ip | precedence |
qos-group | wlan user-priority}

（任意）QoS 値を設定します。 使用可能な QoS 設定値は次のと
おりです。
• cos：IEEE 802.1Q/ISL サービス クラスまたはユーザ プライ

例：

オリティを設定します。

Switch(config-pmap-c)# set dscp
af23
Switch(config-pmap-c)#

• dscp：IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP を設定しま
す。
• ip：IP 固有の値を設定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• precedence：IP（v4）および IPv6 パケットの precedence を
設定します。
• qos-group：QoS グループを設定します。
• wlan user-priority：WLAN ユーザ プライオリティを設定し
ます。
この例では、set dscp コマンドが AF23（010010）の DSCP 値に
パケットを照合することによって、IP トラフィックを分類しま
す。

ステップ 8

police {target_bit_rate | cir | rate}
例：
Switch(config-pmap-c)# police
200000 conform-action transmit
exceed-action drop
Switch(config-pmap-c)#

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定します。 8000 ～
10000000000 の範囲で値を入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの PCR、または
シングルレベルの ATM 4.0 ポリサー ポリシーの SCR を指
定します。
この例では、200000 セットのターゲット ビット レートを超える
トラフィックがドロップされるクラスに police コマンドがポリ
サーを追加します。

ステップ 9

exit

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Switch(config-pmap-c)# exit

ステップ 10

exit

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：
Switch(config-pmap)# exit

ステップ 11

interface interface-id
例：

ポリシー マップを適用するポートを指定し、インターフェイス
コンフィギュレーション モードを開始します。
有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれます。

Switch(config)# interface
gigabitethernet 1/0/3
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

service-policy input policy-map-name

ポリシー マップ名を指定し、入力ポートに適用します。 サポー
トされるポリシー マップは、入力ポートに 1 つだけです。

例：
Switch(config-if)# service-policy
input policy_vlan100

ステップ 13

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-if)# end

ステップ 14

show policy-map [policy-map-name
[class class-map-name]]

（任意）入力を確認します。

例：
Switch# show policy-map

ステップ 15

copy running-config startup-config

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

例：
Switch# copy-running-config
startup-config

関連トピック
VLAN のポリシー マップ, （48 ページ）
例：ポリサーの VLAN 設定, （153 ページ）

テーブル マップの設定（CLI）
テーブル マップはマーキングの形式であり、テーブルを使用してフィールド間のマッピングと変
換を可能にすることもできます。 たとえば、テーブル マップはレイヤ 2 の CoS 設定をレイヤ 3
の precedence 値にマッピングして変換するために使用できます。

（注）

テーブル マップは、複数のポリシーで、または同じポリシー内で複数回参照できます。
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手順の概要
1. configure terminal
2. table-map name {default {default value | copy | ignore} | exit | map {from from value to to value } |
no}
3. map from value to value
4. exit
5. exit
6. show table-map
7. configure terminal
8. policy-map
9. class class-default
10. set cos dscp table table map name
11. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

table-map name {default {default value | copy テーブル マップを作成し、テーブル マップ コンフィギュ
| ignore} | exit | map {from from value to to レーション モードを開始します。 テーブル マップ コン
value } | no}
フィギュレーション モードでは、次のタスクを実行でき
ます。
例：
Switch(config)# table-map table01
Switch(config-tablemap)#

• default：テーブル マップのデフォルト値を設定する
か、テーブル マップ内にない値についてのデフォル
トの動作（コピーまたは無視）を設定します。
• exit：テーブル マップ コンフィギュレーション モー
ドを終了します。
• map：テーブル マップで from 値を to 値にマッピン
グします。
• no：コマンドのデフォルト値を無効にするか、設定
します。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

map from value to value

この手順では、DSCP 値が 0 のパケットを CoS 値 2 に、
DSCP 値が 1 のパケットを CoS 値 4 に、DSCP 値が 24 の
パケットを CoS 値 3 に、DSCP 値が 40 のパケットを CoS
値 6 に、およびそれ以外のすべてのパケットを CoS 値 0
にマークします。

例：
Switch(config-tablemap)#
2
Switch(config-tablemap)#
4
Switch(config-tablemap)#
3
Switch(config-tablemap)#
6
Switch(config-tablemap)#
Switch(config-tablemap)#

ステップ 4

map from 0 to
map from 1 to

（注）
map from 24 to
map from 40 to
default 0

この例の CoS 値から DSCP 値へのマッピング
は、後で説明するように、set ポリシー マップ
クラス コンフィギュレーション コマンドを使
用して設定します。

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config-tablemap)# exit
Switch(config)#

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config) exit
Switch#

ステップ 6

テーブル マップ設定を表示します。

show table-map
例：
Switch# show table-map
Table Map table01
from 0 to 2
from 1 to 4
from 24 to 3
from 40 to 6
default 0

ステップ 7

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：
Switch# configure terminal
Switch(config)#

ステップ 8

テーブル マップのポリシー マップを設定します。

policy-map
例：
Switch(config)# policy-map table-policy
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コマンドまたはアクション

目的

Switch(config-pmap)#

ステップ 9

class class-default

クラスをシステム デフォルトに一致させます。

例：
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)#

ステップ 10

set cos dscp table table map name
例：

このポリシーが入力ポートに適用された場合、そのポー
トでは trust dscp がイネーブルになり、テーブル マップに
応じてマーキングが行われます。

Switch(config-pmap-c)# set cos dscp table
table01
Switch(config-pmap-c)#

ステップ 11

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Switch(config-pmap-c)# end
Switch#

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。 ポリシー マップを作成したら、
service-policy 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ます。
関連トピック
テーブル マップのマーキング, （52 ページ）
例：テーブル マップのマーキング設定, （155 ページ）

信頼の設定
ワイヤレス トラフィックの信頼動作の設定（CLI）
Cisco IOS XE 3.2 リリースは、有線およびワイヤレス ポートに対して信頼できるさまざまなデフォ
ルト設定をサポートしていました。 有線ポートの信頼できるデフォルト設定に関して、このソフ
トウェア リリースでの変更はありません。 ワイヤレス ポートの場合、デフォルトのシステム動
作は非信頼でした。つまり、スイッチの起動時に、ワイヤレス ポートのマーキングすべてがデ
フォルトでゼロに設定され、トラフィックはプライオリティ処理されませんでした。 既存の有線
スイッチとの互換性のために、すべてのトラフィックはデフォルトでベスト エフォートのキュー
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へ送信されていました。 アクセス ポイントは、プライオリティ キューイングをデフォルトで実
行していました。ダウンストリーム方向では、アクセスポイントは、キューイング用に音声、ビ
デオ、ベスト エフォート、およびバックグラウンドのキューを保持していました。 アクセスは
11e タグ情報に基づいてキューイング戦略を選択していました。 デフォルトでは、アクセス ポイ
ントはすべてのワイヤレス パケットをベスト エフォートとして処理していました。

手順の概要
1. configure terminal
2. qos wireless-default-untrust
3. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

qos wireless-default-untrust
例：
Switch (config)# qos
wireless-default-untrust

ステップ 3

switchの動作を設定して、ワイヤレス トラフィックを非信頼
にします。 ワイヤレス トラフィックをデフォルトで信頼す
るようにswitchを設定するには、このコマンドの no 形式を使
用します。
特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを押して
も、グローバル コンフィギュレーション モードを終了でき
ます。

end
例：
Switch(config)# end

関連トピック
有線およびワイヤレス ポートの信頼動作, （63 ページ）

QoS の特性と機能の設定
コール アドミッション制御の設定（CLI）
このタスクでは、switchでコール アドミッション制御（CAC）用にクラスベースの無条件パケッ
ト マーキング機能を設定する方法を説明します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. class-map class name
3. match dscp dscp value
4. exit
5. class-map class name
6. match dscp dscp value
7. exit
8. table-map name
9. default copy
10. exit
11. table-map name
12. default copy
13. exit
14. policy-map policy name
15. class class-map-name
16. priority level level_value
17. police [target_bit_rate | cir | rate ]
18. admit cac wmm-tspec
19. rate value
20. wlan-up value
21. exit
22. exit
23. class class name
24. priority level level_value
25. police [target_bit_rate | cir | rate ]
26. admit cac wmm-tspec
27. rate value
28. wlan-up value
29. exit
30. exit
31. policy-map policy name
32. class class-map-name
33. set dscp dscp table table_map_name
34. set wlan user-priority dscp table table_map_name
35. shape average {target bit rate | percent percentage}
36. queue-buffers {ratio ratio value}
37. service-policy policy_map_name
38. end
39. show policy-map
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

class-map class name
例：
Switch(config)# class-map voice
Switch(config-cmap)#

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。 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 クラス マップ コンフィギュレーション
モードには、次のコマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デ
フォルト クラス。

ステップ 3

match dscp dscp value

（任意）IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値に一致します。

例：
Switch(config-cmap)#

ステップ 4

match dscp 46

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)#

ステップ 5

class-map class name
例：
Switch(config)# class-map video
Switch(config-cmap)#

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。 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 クラス マップ コンフィギュレーション
モードには、次のコマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デ
フォルト クラス。

ステップ 6

match dscp dscp value

（任意）IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値に一致します。

例：
Switch(config-cmap)#

match dscp 34
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

exit

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：
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)#

ステップ 8

table-map name

テーブル マップを作成し、テーブル マップ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Switch(config)# table-map
dscp2dscp
Switch(config-tablemap)#

ステップ 9

default copy
例：

コピーするテーブル マップで検出されない値のデフォルト動
作を設定します。
（注）

Switch(config-tablemap)# default
copy

ステップ 10

exit

これがデフォルトのオプションです。 DSCP から
DSCP へ値をマッピングすることもできます。

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：
Switch(config-tablemap)# exit
Switch(config)#

ステップ 11

table-map name

新しいテーブル マップを作成し、テーブル マップ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Switch(config)# table-map dscp2up
Switch(config-tablemap)#

ステップ 12

default copy
例：
Switch(config-tablemap)# default
copy

ステップ 13

exit

コピーするテーブル マップで検出されない値のデフォルト動
作を設定します。
（注）

これがデフォルトのオプションです。 DSCP から
UP へ値をマッピングすることもできます。

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：
Switch(config-tablemap)# exit
Switch(config)#
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

policy-map policy name

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。

例：
Switch(config)# policy-map
ssid_child_cac
Switch(config-pmap)#

ステップ 15

class class-map-name

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。
インターフェイス レベルのトラフィック分類を定義し、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。

例：
Switch(config-pmap)# class voice

ステップ 16

priority level level_value

priority コマンドは、クラスに完全スケジューリング プライ
オリティを割り当てます。

例：

（注）

Switch(config-pmap-c)# priority
level 1

ステップ 17

police [target_bit_rate | cir | rate ]

プライオリティ レベル 1 はプライオリティ レベル
2 より重要です。 プライオリティ レベル 1 は、QoS
に最初に処理される帯域幅を予約するため、遅延は
非常に低くなります。 プライオリティ レベル 1 と
2 はどちらも帯域幅を予約します。

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定します。 8000 ～

例：
Switch(config-pmap-c)#
10m

police cir

10000000000 の範囲で値を入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの PCR、また
はシングルレベルの ATM 4.0 ポリサー ポリシーの SCR
を指定します。

ステップ 18

admit cac wmm-tspec
例：

（注）

Switch(config-pmap-c)# admit cac
wmm-tspec
Switch(config-pmap-cac-wmm)#

ステップ 19

ポリシー マップに対するコール アドミッション制御を設定し
ます。

rate value

このコマンドは、ワイヤレス QoS の CAC だけを設
定します。

ターゲット ビット レート（kbps）を設定します。 8 ～
10000000 の範囲の値を入力してください。

例：
Switch(config-pmap-admit-cac-wmm)#
rate 5000
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ステップ 20

コマンドまたはアクション

目的

wlan-up value

WLAN UP 値を設定します。 0 ～ 7 の範囲の値を入力してく
ださい。

例：
Switch(config-pmap-admit-cac-wmm)#
wlan-up 6 7

ステップ 21

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードに戻
ります。

exit
例：
Switch(config-pmap-admit-cac-wmm)#
exit
Switch(config-pmap-c)#

ステップ 22

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)#

ステップ 23

class class name
例：
Switch(config-pmap)# class video
Switch(config-pmap-c)#

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。 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 クラス マップ コンフィギュレーション
モードには、次のコマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デ
フォルト クラス。

ステップ 24

priority level level_value

priority コマンドは、クラスに完全スケジューリング プライ
オリティを割り当てます。

例：

（注）

Switch(config-pmap-c)# priority
level 2

ステップ 25

police [target_bit_rate | cir | rate ]

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定します。 8000 ～

例：
Switch(config-pmap-c)#
20m

プライオリティ レベル 1 はプライオリティ レベル
2 より重要です。 プライオリティ レベル 1 は、QoS
に最初に処理される帯域幅を予約するため、遅延は
非常に低くなります。 プライオリティ レベル 1 と
2 はどちらも帯域幅を予約します。

police cir

10000000000 の範囲で値を入力します。
• cir：認定情報レート。
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目的
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの PCR、また
はシングルレベルの ATM 4.0 ポリサー ポリシーの SCR
を指定します。

ステップ 26

admit cac wmm-tspec
例：

（注）

Switch(config-pmap-c)# admit cac
wmm-tspec
Switch(config-pmap-admit-cac-wmm)#

ステップ 27

ポリシー マップに対するコール アドミッション制御を設定し
ます。

rate value

このコマンドは、ワイヤレス QoS の CAC だけを設
定します。

ターゲット ビット レート（kbps）を設定します。 8 ～
10000000 の範囲の値を入力してください。

例：
Switch(config-pmap-admit-cac-wmm)#
rate 5000

ステップ 28

wlan-up value

WLAN UP 値を設定します。 0 ～ 7 の範囲の値を入力してく
ださい。

例：
Switch(config-pmap-admit-cac-wmm)#
wlan-up 4 5

ステップ 29

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config-pmap-cac-wmm)# exit
Switch(config-pmap)#

ステップ 30

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)#

ステップ 31

policy-map policy name
例：
Switch(config)# policy-map ssid_cac
Switch(config-pmap)#

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。
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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ステップ 32

コマンドまたはアクション

目的

class class-map-name

インターフェイス レベルのトラフィック分類を定義し、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。

例：

この例では、クラス マップはデフォルトに設定されます。

Switch(config-pmap)# class default

ステップ 33

set dscp dscp table table_map_name

（任意）QoS 値を設定します。 この例では、set dscp dscp
table コマンドはテーブル マップを作成し、値を設定します。

例：
Switch(config-pmap-c)#
dscp table dscp2dscp

ステップ 34

set dscp

set wlan user-priority dscp table
table_map_name

（任意）QoS 値を設定します。 この例では、set wlan
user-priority dscp table コマンドは WLAN ユーザ プライオリ
ティを設定します。

例：
Switch(config-pmap-c)#
set wlan
user-priority dscp table dscp2up

ステップ 35

shape average {target bit rate | percent 平均シェーピング レートを設定します。 平均シェーピング
percentage}
レートを、ターゲット ビット レート（bps）または認定情報
レート（CIR）のインターフェイス帯域幅の割合で設定でき
例：
ます。
Switch(config-pmap-c)# shape
average 100000000

ステップ 36

queue-buffers {ratio ratio value}
例：
Switch(config-pmap-c)#
queue-buffers ratio 0

ステップ 37

service-policy policy_map_name

キューの相対的なバッファ サイズを設定します。
（注）

ポリシーに設定されているすべてのバッファの合計
が 100 % 以下である必要があります。 未割り当て
バッファは、残りのキューに均等に分散されます。

サービス ポリシーのポリシー マップを指定します。

例：
Switch(config-pmap-c)#
service-policy ssid_child_cac

ステップ 38

end

設定変更を保存します。

例：
Switch(config-pmap)# end
Switch#

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
116

OL-32605-01-J

QoS の設定
QoS の特性と機能の設定

ステップ 39

コマンドまたはアクション

目的

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべてのク
ラスに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
Switch# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。 ポリシー マップを作成したら、
service-policy 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ます。
CAC の詳細については、『System Management Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst
3850 Switches）』を参照してください。

帯域幅の設定（CLI）
この手順は、スイッチで帯域幅を設定する方法を示します。

はじめる前に
この手順を開始する前に、帯域幅のクラス マップを作成する必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. policy-map policy name
3. class class name
4. bandwidth {Kb/s | percent percentage | remaining { ratio ratio }}
5. end
6. show policy-map

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

policy-map policy name

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。

例：

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。

Switch(config)# policy-map
policy_bandwidth01
Switch(config-pmap)#

ステップ 3

class class name
例：
Switch(config-pmap)# class
class_bandwidth01
Switch(config-pmap-c)#

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。
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
クラス マップ コンフィギュレーション モードには、次のコマンド オプ
ションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デフォルト ク
ラス。

ステップ 4

bandwidth {Kb/s | percent
percentage | remaining { ratio
ratio }}
例：
Switch(config-pmap-c)#
bandwidth 200000
Switch(config-pmap-c)#

ポリシー マップの帯域幅を設定します。 パラメータは次のとおりです。
• Kb/s：特定の値を kbps で設定します（20000 ～ 10000000）。
• percent-：割合に基づいて、特定のクラスに最小帯域幅を割り当て
ます。 キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使用しない
場合は、帯域幅をオーバーサブスクライブすることができます。
合計が 100 % を超えることはできません。100 % 未満の場合、帯域
幅の残りは、すべての帯域幅キュー上に均等に分割されます。
• remaining：特定のクラスに最小帯域幅を割り当てます。 キューは、
他のキューが全体のポート帯域幅を使用しない場合は、帯域幅を
オーバーサブスクライブすることができます。 合計が 100 % を超
えることはできません。 このコマンドは、ポリシー内の特定の
キューに対して priority コマンドが使用されている場合に使用しま
す。 各キューには、割合ではなく比率を割り当てることもできま
す。キューにはそれらの比率に従って、特定の重みが割り当てられ
ます。 比率は 0 ～ 100 の範囲で指定できます。 この場合のポリシー
の全帯域幅での比率の割り当ては、100 を超えることができます。
（注）

ステップ 5

end

ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させることはできませ
ん。 たとえば、1 つのポリシー マップで帯域幅の割合と kbps
の両方を使用して、帯域幅を設定することはできません。

設定変更を保存します。

例：
Switch(config-pmap-c)# end
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コマンドまたはアクション

目的

Switch#

ステップ 6

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべてのクラスに関す
るポリシー設定情報を表示します。

show policy-map
例：
Switch# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。 ポリシー マップを作成したら、
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 ポリシーを付加します。
関連トピック
帯域幅, （57 ページ）

ポリシングの設定（CLI）
この手順は、スイッチでポリシングを設定する方法を説明しています。

はじめる前に
この手順を開始する前に、ポリシングのクラス マップを作成する必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. policy-map policy name
3. class class name
4. police {target_bit_rate [burst bytes | bc | conform-action | pir ] | cir {target_bit_rate | percent percentage}
| rate {target_bit_rate | percent percentage} conform-action transmit exceed-action {drop [violate
action] | set-cos-transmit | set-dscp-transmit | set-prec-transmit | transmit [violate action] }}
5. end
6. show policy-map
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

policy-map policy name

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。

例：

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。

Switch(config)# policy-map
policy_police01
Switch(config-pmap)#

ステップ 3

class class name
例：
Switch(config-pmap)# class
class_police01
Switch(config-pmap-c)#

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。 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 クラス マップ コンフィギュレーション モードには、次の
コマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デフォル
ト クラス。

ステップ 4

police {target_bit_rate [burst bytes | bc 次の police サブコマンド オプションを使用できます。
| conform-action | pir ] | cir
• target_bit_rate：ビット/秒（8000 ～ 10000000000）。
{target_bit_rate | percent percentage} |
rate {target_bit_rate | percent
◦ burst bytes：1000 ～ 512000000 の値を入力します。
percentage} conform-action transmit
exceed-action {drop [violate action] |
◦ bc：適合バースト。
set-cos-transmit | set-dscp-transmit |
◦ conform-action：レートが適合バーストより小さくなる場
set-prec-transmit | transmit [violate
action] }}
合に実行されるアクション。
例：
Switch(config-pmap-c)# police 8000
conform-action transmit
exceed-action drop
Switch(config-pmap-c)#

◦ pir：最大情報レート。
• cir：認定情報レート。
◦ target_bit_rate：ターゲット ビット レート（8000 ～
10000000000）。
◦ percent：CIR のインターフェイス帯域幅の割合。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの PCR、またはシ
ングルレベルの ATM 4.0 ポリサー ポリシーの SCR を指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
◦ target_bit_rate：ターゲット ビット レート（8000 ～
10000000000）。
◦ percent：レートのインターフェイス帯域幅の割合。
次の police conform-action transmit exceed-action サブコマンド オプ
ションを使用できます。
• drop：パケットをドロップします。
• set-cos-transmit：CoS 値を設定して送信します。
• set-dscp-transmit：DSCP 値を設定して送信します。
• set-prec-transmit：パケットの precedence を書き換えて送信し
ます。
• transmit：パケットを送信します。
（注）

ステップ 5

ポリサー ベースのマークダウン アクションは、テーブル
マップを使用する場合のみサポートされます。 スイッチ
内の各マーキング フィールドでは、1 つのマークダウン
テーブル マップだけが許可されます。

設定変更を保存します。

end
例：
Switch(config-pmap-c)# end
Switch#

ステップ 6

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべてのクラスに
関するポリシー設定情報を表示します。

show policy-map
例：
Switch# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。 ポリシー マップを作成したら、
service-policy 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ます。
関連トピック
シングルレート 2 カラー ポリシング, （55 ページ）
例：シングルレート 2 カラー ポリシング設定, （154 ページ）
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デュアルレート 3 カラー ポリシング, （55 ページ）
例：デュアルレート 3 カラー ポリシング設定, （155 ページ）
ポリシング, （49 ページ）
トークンバケット アルゴリズム, （50 ページ）
例：ポリシング アクションの設定, （152 ページ）
トークンバケット アルゴリズム, （50 ページ）
例：ポリシングの単位, （153 ページ）

プライオリティの設定（CLI）
この手順は、スイッチでプライオリティを設定する方法を示します。
スイッチでは、指定されたキューにプライオリティを与えることができます。 使用可能な 2 つの
プライオリティ レベルがあります（1 および 2）。

（注）

音声とビデオに対応するキューには、プライオリティ レベル 1 を割り当てます。

はじめる前に
この手順を開始する前に、プライオリティのクラス マップを作成する必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. policy-map policy name
3. class class name
4. priority [Kb/s [burst_in_bytes] | level level_value [Kb/s [burst_in_bytes] | percent percentage
[burst_in_bytes] ] | percent percentage [burst_in_bytes] ]
5. end
6. show policy-map

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

policy-map policy name

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。

例：

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。

Switch(config)# policy-map
policy_priority01
Switch(config-pmap)#

ステップ 3

class class name
例：
Switch(config-pmap)# class
class_priority01
Switch(config-pmap-c)#

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。 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 クラス マップ コンフィギュレーション モードには、次の
コマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デフォル
ト クラス。

ステップ 4

priority [Kb/s [burst_in_bytes] | level priority コマンドは、クラスに完全スケジューリング プライオリティ
level_value [Kb/s [burst_in_bytes] |
を割り当てます。
percent percentage [burst_in_bytes] ]
| percent percentage [burst_in_bytes] コマンド オプションは次のとおりです。
]
• Kb/s：kbps を指定します（1 ～ 2000000）。
◦ burst_in_bytes：バイトでバーストを指定します（32 ～

例：
Switch(config-pmap-c)# priority
level 1
Switch(config-pmap-c)#

2000000）。
• level level_value：マルチレベル（1 ～ 2）のプライオリティ
キューを指定します。
◦ Kb/s：kbps を指定します（1 ～ 2000000）。
◦ burst_in_bytes：バイトでバーストを指定します（32
～ 2000000）。
◦ percent：総帯域幅の割合。
◦ burst_in_bytes：バイトでバーストを指定します（32
～ 2000000）。
• percent：総帯域幅の割合。
◦ burst_in_bytes：バイトでバーストを指定します（32 ～
2000000）。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5

プライオリティ レベル 1 はプライオリティ レベル 2 より
重要です。 プライオリティ レベル 1 は、 QoS に最初に処
理される帯域幅を予約するため、遅延は非常に低くなり
ます。 プライオリティ レベル 1 と 2 はどちらも帯域幅を
予約します。

設定変更を保存します。

end
例：
Switch(config-pmap-c)# end
Switch#

ステップ 6

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべてのクラスに
関するポリシー設定情報を表示します。

例：
Switch# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。 ポリシー マップを作成したら、
service-policy 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ます。
関連トピック
プライオリティ キュー, （60 ページ）

キューとシェーピングの設定
出力キューの特性の設定
ネットワークおよび QoS ソリューションの複雑さによっては、この項の手順をすべて実行する必
要があります。 次の特性を決定する必要があります。
• DSCP、CoS、または QoS グループ値によって各キューおよびしきい値 ID にマッピングされ
るパケット
• キューに適用されるドロップ割合のしきい値と、トラフィック タイプで必要な予約メモリと
最大メモリ
• キューに割り当てる固定バッファ スペース
• ポートの帯域幅に関するレート制限の必要性
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• 出力キューの処理頻度、および使用する技術（シェーピング、共有、または両方）

（注）

出力キューはスイッチでのみ設定できます。

キュー バッファの設定（CLI）
スイッチを使用すると、キューにバッファを割り当てることができます。バッファが割り当てら
れていない場合は、すべてのキューに対して均等に分割されます。 queue-buffer ratio を使用して、
特定の比率で分割できます。 デフォルトで DTS（Dynamic Threshold and Scaling）はすべてのキュー
でアクティブになるため、これらはソフト バッファになります。

（注）

queue-buffer ratio は有線ポートと無線ポートの両方でサポートされますが、queue-buffer ratio は
queue-limit とともに設定することはできません。

はじめる前に
この手順の前提条件を次に示します。
• この手順を開始する前に、キュー バッファのクラス マップを作成する必要があります。
• キュー バッファを設定する前に、ポリシー マップの帯域幅、シェーピング、またはプライ
オリティを設定する必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. policy-map policy name
3. class class name
4. bandwidth {Kb/s | percent percentage | remaining { ratio ratio value }}
5. queue-buffers {ratio ratio value}
6. end
7. show policy-map

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

policy-map policy name

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。

例：

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。

Switch(config)# policy-map
policy_queuebuffer01
Switch(config-pmap)#

ステップ 3

class class name
例：
Switch(config-pmap)# class
class_queuebuffer01
Switch(config-pmap-c)#

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。
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
クラス マップ コンフィギュレーション モードには、次のコマンド オ
プションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デフォルト
クラス。

ステップ 4

bandwidth {Kb/s | percent
ポリシー マップの帯域幅を設定します。 コマンド パラメータは次の
percentage | remaining { ratio ratio とおりです。
value }}
• Kb/s：特定の値を設定するには、このコマンドを使用します。 指
定できる範囲は 20000 ～ 10000000 です。
例：
Switch(config-pmap-c)#
bandwidth percent 80
Switch(config-pmap-c)#

• percent：割合を使用して特定のクラスに最小帯域幅を割り当てま
す。 キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使用しない場
合は、帯域幅をオーバーサブスクライブすることができます。 合
計が 100 % を超えることはできません。100 % 未満の場合、帯域
幅の残りは、すべての帯域幅キュー上に均等に分割されます。
• remaining：特定のクラスに最小帯域幅を割り当てます。 キュー
は、他のキューが全体のポート帯域幅を使用しない場合は、帯域
幅をオーバーサブスクライブすることができます。 合計が 100 %
を超えることはできません。 このコマンドは、ポリシー内の特定
のキューに対して priority コマンドが使用されている場合に使用
します。 各キューには、割合ではなく比率を割り当てることもで
きます。キューにはそれらの比率に従って、特定の重みが割り当
てられます。 比率は 0 ～ 100 の範囲で指定できます。 この場合
のポリシーの全帯域幅での比率の割り当ては、100 を超えること
ができます。
（注）

ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させることはできま
せん。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

queue-buffers {ratio ratio value}

キューの相対的なバッファ サイズを設定します。
（注）

例：
Switch(config-pmap-c)#
queue-buffers ratio 10
Switch(config-pmap-c)#

ステップ 6

ポリシーに設定されているすべてのバッファの合計が 100 %
以下である必要があります。 未割り当てバッファは、残り
のキューに均等に分散されます。

設定変更を保存します。

end
例：
Switch(config-pmap-c)# end
Switch#

ステップ 7

（任意）すべてのサービスポリシーに設定されたすべてのクラスに関
するポリシー設定情報を表示します。

show policy-map
例：
Switch# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。 ポリシー マップを作成したら、
service-policy 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ます。
関連トピック
キュー バッファの割り当て, （61 ページ）
例：キュー バッファの設定, （152 ページ）

キュー制限の設定（CLI）
重み付けテール ドロップ（WTD）を設定するためにキュー制限を使用します。 WTD を使用する
と、キューごとに複数のしきい値を設定できます。各サービスクラスが異なるしきい値でドロッ
プされて QoS 差別化が実現されます。 スイッチによって、3 つの明示的にプログラム可能なしき
い値クラスとして各キューに 0、1、2 を指定できます。 したがって、キューごとに各パケットの
キューイング/ドロップの決定は、フレーム ヘッダーの DSCP、CoS、または QoS グループ フィー
ルドに指定されたパケットのしきい値クラスの割り当てによって決定されます。
WTD では柔軟な制限が使用されるため、最大 400 %（共通プールで予約されるバッファの最大 4
倍）のキュー制限を設定できます。 この柔軟な制限は、他の機能に影響することなく、共通プー
ルのオーバーランを防止します。
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（注）

キュー制限は、有線ポートのスイッチの出力キューでのみ設定できます。

はじめる前に
この手順の前提条件を次に示します。
• この手順を開始する前に、キュー制限を使用するクラス マップを作成する必要があります。
• キュー制限を設定する前に、ポリシー マップの帯域幅、シェーピング、またはプライオリ
ティを設定する必要があります。

手順の概要
1. configure terminal
2. policy-map policy name
3. class class name
4. bandwidth {Kb/s | percent percentage | remaining { ratio ratio value }}
5. queue-limit {packets packets | cos {cos value { maximum threshold value | percent percentage } | values
{cos value | percent percentage } } | dscp {dscp value {maximum threshold value | percent percentage}
| match packet {maximum threshold value | percent percentage} | default {maximum threshold value |
percent percentage} | ef {maximum threshold value | percent percentage} | dscp values dscp value} |
percent percentage }}
6. end
7. show policy-map

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 configure terminal

目的
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：
Switch# configure terminal

ステップ 2 policy-map policy name
例：

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。
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。

Switch(config)# policy-map
policy_queuelimit01
Switch(config-pmap)#

ステップ 3 class class name
例：
Switch(config-pmap)# class

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。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 クラス マップ コンフィギュレーション モードには、次
のコマンド オプションが含まれます。
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コマンドまたはアクション
class_queuelimit01
Switch(config-pmap-c)#

目的
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デフォル
ト クラス。

ステップ 4 bandwidth {Kb/s | percent percentage |
remaining { ratio ratio value }}

ポリシー マップの帯域幅を設定します。 パラメータは次のとおり
です。
• Kb/s：特定の値を設定するには、このコマンドを使用します。

例：

指定できる範囲は 20000 ～ 10000000 です。

Switch(config-pmap-c)# bandwidth
500000
Switch(config-pmap-c)#

• percent：特定のクラスに最小帯域幅を割り当てます。 キュー
は、他のキューが全体のポート帯域幅を使用しない場合は、
帯域幅をオーバーサブスクライブすることができます。 合計
が 100 % を超えることはできません。100 % 未満の場合、帯
域幅の残りは、すべての帯域幅キュー上に均等に分割されま
す。
• remaining：特定のクラスに最小帯域幅を割り当てます。
キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使用しない場
合は、帯域幅をオーバーサブスクライブすることができます。
合計が 100 % を超えることはできません。 このコマンドは、
ポリシー内の特定のキューに対して priority コマンドが使用
されている場合に使用します。 各キューには、割合ではなく
比率を割り当てることもできます。キューにはそれらの比率
に従って、特定の重みが割り当てられます。 比率は 0 ～ 100
の範囲で指定できます。 この場合のポリシーの全帯域幅での
比率の割り当ては、100 を超えることができます。
（注）

ステップ 5 queue-limit {packets packets | cos {cos
value { maximum threshold value | percent
percentage } | values {cos value | percent
percentage } } | dscp {dscp value
{maximum threshold value | percent
percentage} | match packet {maximum
threshold value | percent percentage} |
default {maximum threshold value |
percent percentage} | ef {maximum
threshold value | percent percentage} |
dscp values dscp value} | percent
percentage }}

ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させることはでき
ません。

キュー制限のしきい値の割合を設定します。
すべてのキューで、3 つのしきい値（0、1、2）があり、それぞれ
のしきい値についてデフォルト値があります。 デフォルトまたは
その他のキュー制限しきい値設定を変更するには、このコマンド
を使用します。 たとえば、DSCP 3、4、および 5 のパケットが設
定した特定のキューに送信される場合、このコマンドは、この 3
つの DSCP 値のしきい値パーセンテージを設定できます。 キュー
制限しきい値に関する詳細については、WTD, （58 ページ）を参
照してください。
（注）

スイッチは絶対キュー制限の割合をサポートしません。
スイッチは、dscp または cos キュー制限の割合だけをサ
ポートします。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Switch(config-pmap-c)# queue-limit
dscp 3 percent 20
Switch(config-pmap-c)# queue-limit
dscp 4 percent 30
Switch(config-pmap-c)# queue-limit
dscp 5 percent 40

ステップ 6 end

設定変更を保存します。

例：
Switch(config-pmap-c)# end
Switch#

ステップ 7 show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべてのクラス
に関するポリシー設定情報を表示します。

例：
Switch# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加ポリシー マップを設定します。 ポリシー マップを作成したら、
service-policy 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ます。
関連トピック
WTD, （58 ページ）
例：キュー制限の設定, （151 ページ）

シェーピングの設定（CLI）
特定のクラスのシェーピング（最大帯域幅）を設定するには、shape コマンドを使用します。 ポー
トに残っている追加帯域幅があっても、キューの帯域幅はこの値に制限されます。 シェーピング
は平均の割合で、または bps のシェーピングの平均値で設定できます。

はじめる前に
この手順を開始する前に、シェーピングのクラス マップを作成する必要があります。

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
130

OL-32605-01-J

QoS の設定
キューとシェーピングの設定

手順の概要
1. configure terminal
2. policy-map policy name
3. class class name
4. shape average {target bit rate | percent percentage}
5. end
6. show policy-map

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

policy-map policy name

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。

例：

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。

Switch(config)# policy-map
policy_shaping01
Switch(config-pmap)#

ステップ 3

class class name
例：
Switch(config-pmap)# class
class_shaping01
Switch(config-pmap-c)#

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。 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 クラス マップ コンフィギュレーション モード
には、次のコマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デフォ
ルト クラス。

ステップ 4

shape average {target bit rate | percent 平均シェーピング レートを設定します。 平均シェーピング レー
percentage}
トを、ターゲット ビット レート（bps）または認定情報レート
（CIR）のインターフェイス帯域幅の割合で設定できます。
例：

（注）

Switch(config-pmap-c)# shape
average percent 50
Switch(config-pmap-c)#

出力 class-default SSID ポリシーの場合、平均シェーピ
ング レートを設定した後にキュー バッファの割合を
0 に設定する必要があります。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

設定変更を保存します。

例：
Switch(config-pmap-c)# end
Switch#

ステップ 6

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべてのクラ
スに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
Switch# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。 ポリシー マップを作成したら、
service-policy 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ます。
関連トピック
平均レート シェーピング, （56 ページ）
例：平均レート シェーピングの設定, （150 ページ）
階層型シェーピング, （57 ページ）

貴金属ポリシーの設定（CLI）
WLAN 単位で貴金属 QoS ポリシーを設定できます。

手順の概要
1. configure terminal
2. wlan wlan-name
3. service-policy {input | output} policy-name
4. end
5. show wlan {wlan-id | wlan-name}
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コマンド モードを開始します。

例：
Switch# configure terminal

ステップ 2

wlan wlan-name

WLAN コンフィギュレーション サブモードを開始します。

例：
Switchwlan test4

ステップ 3

service-policy {input | output}
policy-name
例：
Switch(config-wlan)#
service-policy output platinum

QoS ポリシーで WLAN を設定します。 貴金属ポリシーで WLAN
を設定するには、キーワード platinum、gold、silver、または
bronze のいずれか 1 つを入力する必要があります。 例に示すよ
うに、アップストリーム ポリシーは platinum-up キーワードで指
定されます。
（注）

例：

アップストリーム ポリシーは、ダウンストリーム ポリ
シーと異なります。 アップストリーム ポリシーには
-up サフィックスがあります。

Switch(config-wlan)#
service-policy input platinum-up

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キーを押しても、
グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

end
例：
Switch(config)# end

ステップ 5

show wlan {wlan-id | wlan-name}
例：
Switch# show wlan name qos-wlan

WLAN の設定済みの QoS ポリシーを検証します。
Switch# show wlan name qos-wlan
. . .
. . .
. . .
QoS Service Policy - Input
Policy Name
Policy State
QoS Service Policy - Output
Policy Name
Policy State
. . .

: platinum-up
: Validated
: platinum
: Validated

. . .

関連トピック
ワイヤレス QoS の貴金属ポリシー, （66 ページ）
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マルチキャスト トラフィックの Qos ポリシーの設定（CLI）
はじめる前に
次に、マルチキャスト トラフィックの QoS ポリシーを設定するための前提条件を示します。
• マルチキャスト サービス ポリシーが設定されている必要があります。
• ポリシーを適用する前にマルチキャスト - マルチキャスト モードをイネーブルにします。

手順の概要
1. configure terminal
2. ap capwap multicast service-policy output service-policy-name
3. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

ap capwap multicast service-policy output
service-policy-name

設定されたマルチキャストポリシーを適用します。

例：
Switch(config)#ap capwap multicast
service-policy output service-policy-mcast

ステップ 3

end
例：

特権 EXEC モードに戻ります。 また、Ctrl+Z キー
を押しても、グローバル コンフィギュレーション
モードを終了できます。

Switch(config)# end

関連トピック
ワイヤレス QoS マルチキャスト, （49 ページ）
例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （145 ページ）
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WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）
ステップ 1

Choose [Configuration] > [Wireless] を選択します。

ステップ 2

WLAN ノードを左側のペインをクリックして拡大し、[WLANs] を選択します。
[WLANs] ページが表示されます。

ステップ 3

WLAN の [Profile] をクリックして QoS ポリシーを設定する WLAN を選択します。

ステップ 4

WLAN で QoS ポリシーを設定するには、[QoS] タブをクリックします。
次のオプションを使用できます。
パラメータ

説明

QoS SSID Policy
Egress Policy

QoS ダウンストリーム ポリシーの設定。
[Existing Policy] 列には、現在適用されているポリシーが表示されます。 既存のポ
リシーを変更するには、[Assign Policy] 列のドロップダウン リストからポリシーを
選択します。
ポリシーを選択しない場合は、「NONE」と表示されます。

Ingress Policy

QoS アップストリーム ポリシー設定。
[Existing Policy] 列には、現在適用されているポリシーが表示されます。 既存のポ
リシーを変更するには、[Assign Policy] 列のドロップダウン リストからポリシーを
選択します。
ポリシーを選択しない場合は、「NONE」と表示されます。

QoS Client Policy
Egress Policy

QoS ダウンストリーム ポリシーの設定。
[Existing Policy] 列には、現在適用されているポリシーが表示されます。 既存のポ
リシーを変更するには、[Assign Policy] 列のドロップダウン リストからポリシーを
選択します。
ポリシーを選択しない場合は、「NONE」と表示されます。

Ingress Policy

QoS アップストリーム ポリシー設定。
[Existing Policy] 列には、現在適用されているポリシーが表示されます。 既存のポ
リシーを変更するには、[Assign Policy] 列のドロップダウン リストからポリシーを
選択します。
ポリシーを選択しない場合は、「NONE」と表示されます。

WMM
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パラメータ

説明

WMM Policy

WMM ポリシー。 このパラメータには、次の値があります。
• Disabled：この WMM ポリシーをディセーブルにします。
• Allowed：クライアントがこの WLAN で通信できます。
• Required：WLAN と通信するために、クライアントで WMM 機能 をイネーブ
ルにする必要があることを示します。

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

関連トピック
ポート ポリシー, （32 ページ）
ポート ポリシーの形式, （33 ページ）
ワイヤレス ターゲットの QoS に関する制約事項, （72 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：音声、ビデオ、およびマルチキャスト トラフィックで分類されたワイヤレス QoS ポリ
シー, （145 ページ）
SSID ポリシー, （35 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：SSID ポリシー
例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定, （145 ページ）
クライアント ポリシー, （36 ページ）
ワイヤレス ターゲットでサポートされる QoS 機能, （31 ページ）
例：クライアント ポリシー, （147 ページ）

QoS のモニタリング
スイッチでの QoS のモニタリングには、次のコマンドを使用できます。
表 16：QoS のモニタリング

コマンド

説明

show class-map [class_map_name]

設定されているすべてのクラス
マップのリストを表示します。
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コマンド

説明

show class-map type control subscriber {all | name }

制御クラス マップと統計情報を
表示します。
• all：すべてのクラス マップ
に関する情報を表示しま
す。
• name：設定済みのクラス
マップを表示します。

show policy-map [policy_map_name]

設定されているすべてのポリ
シー マップのリストを表示しま
す。 コマンド パラメータは次の
とおりです。
• ポリシー マップ名
• interface
• session
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コマンド

説明

show policy-map interface { Auto-template | Capwap |
GigabitEthernet | GroupVI | InternalInterface | Loopback | Lspvif
| | Null | Port-channel | TenGigabitEthernet | Tunnel | Vlan | brief
| class | input | output | wireless }
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コマンド

説明
スイッチで設定されているすべ
てのポリシーのランタイムと統
計情報を表示します。 コマンド
パラメータは次のとおりです。
• Auto-template：
Auto-Template インターフェ
イス
• Capwap：Capwap トンネル
インターフェイス
• GigabitEthernet：ギガビッ
ト イーサネット
IEEE.802.3z
• GroupVI：グループ仮想イ
ンターフェイス
• InternalInterface：内部イン
ターフェイス
• Loopback：ループバック
インターフェイス
• Lspvif：LSP 仮想インター
フェイス
• Null：ヌル インターフェイ
ス
• port-channel：インターフェ
イスのイーサネット チャネ
ル
• TenGigabitEthernet：10 ギ
ガビット イーサネット
• Tunnel：トンネル インター
フェイス
• Vlan：Catalyst VLAN
• brief：ポリシー マップの簡
単な説明
• class：各クラスの統計情報
• input：入力ポリシー
• output：出力ポリシー
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コマンド

説明
• Wireless：ワイヤレス

show policy-map interface wireless ap [access point]

スイッチのすべてのワイヤレス
AP のランタイムと統計情報を表
示します。

show policy-map interface wireless ssid [ssid]

スイッチのすべての SSID ター
ゲットのランタイムと統計情報
を表示します。

show policy-map interface wireless client mac [mac_address]

スイッチのすべてのクライアン
ト ターゲットのランタイムと統
計情報を表示します。

show policy-map session [ input | output | uid UUID ]

セッションの QoS ポリシーを表
示します。 コマンド パラメータ
は次のとおりです。
• input：入力ポリシー
• output：出力ポリシー
• uid：SSS 固有の ID に基づ
くポリシー

show table-map

すべてのテーブル マップと設定
を表示します。

show policy-map interface wireless ssid name ssid-name [radio
type {24ghz | 5ghz} ap name ap-name | ap name ap-name]

アクセス ポイントの SSID ポリ
シー設定を表示します。

QoS の設定例
例：アクセス コントロール リストによる分類
この例は、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用して QoS のパケットを分類する方法を
示しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# access-list 101 permit ip host 12.4.1.1 host 15.2.1.1
Switch(config)# class-map acl-101
Switch(config-cmap)# description match on access-list 101
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Switch(config-cmap)# match access-group 101
Switch(config-cmap)#

ACL を使用してクラスマップを作成した後で、クラスのポリシー マップを作成し、ポリシー マッ
プを QoS のインターフェイスに適用します。
関連トピック
トラフィック クラスの作成（CLI）, （75 ページ）
クラス マップ, （46 ページ）

例：サービス クラス レイヤ 2 の分類
この例は、サービス クラス レイヤ 2 の分類を使用して QoS に対してパケットを分類する方法を
示しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map cos
Switch(config-cmap)# match cos ?
<0-7> Enter up to 4 class-of-service values separated by white-spaces
Switch(config-cmap)# match cos 3 4 5
Switch(config-cmap)#

CoS レイヤ 2 の分類を使用してクラス マップを作成したら、そのクラスのポリシー マップを作成
し、QoS のインターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：サービス クラス DSCP の分類
この例は、サービス クラス DSCP の分類を使用して、QoS に対してパケットを分類する方法を示
しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map dscp
Switch(config-cmap)# match dscp af21 af22 af23
Switch(config-cmap)#

DSCP 分類を使用してクラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを作成し、QoS のイ
ンターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：VLAN ID レイヤ 2 の分類
この例は、VLAN ID レイヤ 2 の分類を使用して QoS に分類する方法を示しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map vlan-120
Switch(config-cmap)# match vlan ?
<1-4095> VLAN id
Switch(config-cmap)# match vlan 120
Switch(config-cmap)#
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VLAN レイヤ 2 の分類を使用してクラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを作成
し、QoS のインターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：DSCP 値または precedence 値による分類
この例は、DSCP 値または precedence 値を使用してパケットを分類する方法を示しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map prec2
Switch(config-cmap)# description matching precedence 2 packets
Switch(config-cmap)# match ip precedence 2
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map ef
Switch(config-cmap)# description EF traffic
Switch(config-cmap)# match ip dscp ef
Switch(config-cmap)#

DSCP 値または precedence 値を使用してクラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを
作成し、QoS のインターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：階層型分類
次の例は、child という名前の別のクラスに一致する parent という名前のクラスが作成される、階
層型分類を示しています。 child という名前のクラスは、2 に設定された IP precedence に基づいて
照合されます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map child
Switch(config-cmap)# match ip precedence 2
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map parent
Switch(config-cmap)# match class child
Switch(config-cmap)#

親クラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを作成し、QoS のインターフェイスにポ
リシー マップを適用します。
関連トピック
Hierarchical QoS（階層型 QoS）, （37 ページ）

例：階層型ポリシーの設定
次の例は、階層型ポリシーを使用した設定を示しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map c1
Switch(config-cmap)# match dscp 30
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map c2
Switch(config-cmap)# match precedence 4
Switch(config-cmap)# exit
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Switch(config)# class-map c3
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map child
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# priority level 1
Switch(config-pmap-c)# police rate percent 20 conform-action transmit exceed action drop
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class c2
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# policy-map parent
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# shape average 1000000
Switch(config-pmap-c)# service-policy child
Switch(config-pmap-c)# end

次の例は、テーブル マップを使用した階層型ポリシーを示しています。
Switch(config)# table-map dscp2dscp
Switch(config-tablemap)# default copy
Switch(config)# table-map dscp2up
Switch(config-tablemap)# map from 46 to 6
Switch(config-tablemap)# map from 34 to 5
Switch(config-tablemap)# default copy
Switch(config)# policy-map ssid_child_policy
Switch(config-pmap)# class voice
Switch(config-pmap-c)# priority level 1
Switch(config-pmap-c)# police 15000000
Switch(config-pmap)# class video
Switch(config-pmap-c)# priority level 2
Switch(config-pmap-c)# police 10000000
Switch(config)# policy-map ssid_policy
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# shape average 30000000
Switch(config-pmap-c)# queue-buffer ratio 0
Switch(config-pmap-c)# set dscp dscp table dscp2dscp
Switch(config-pmap-c)# service-policy ssid_child_policy

関連トピック
Hierarchical QoS（階層型 QoS）, （37 ページ）

例：音声およびビデオの分類
この例は、switch固有の情報を使用して、音声とビデオのパケット ストリームを分類する方法を
示しています。
この例では、音声とビデオがエンドポイント A からswitchの GigabitEthernet1/0/1 に送信され、そ
れぞれ precedence 値 5 と 6 を持ちます。 また、音声とビデオは、エンドポイント B からswitchの
GigabitEthernet1/0/2 にそれぞれ DSCP 値 EF と AF11 で送信されます。
両方のインターフェイスからのすべてのパケットがアップリンク インターフェイスに送信されま
す。その場合、音声は 100 Mbps にポリシングし、ビデオは 150 Mbps にポリシングする必要があ
ります。
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上記の要件ごとに分類するために、GigabitEthernet1/0/1 で送信される音声パケットに一致するクラ
スが作成されます。これには、precedence 5 に一致する voice-interface-1 という名前が付けらます。
同様に、GigabitEthernet1/0/2 の音声パケットに一致する、voice-interface-2 という名前の音声用の
別のクラスが作成されます。 これらのクラスは、GigabitEthernet1/0/1 に接続される input-interface-1
と、GigabitEthernet1/0/2 に接続される input-interface-2 という 2 つの別個のポリシーに関連付けら
れます。 このクラスのアクションは、qos-group に 10 とマーキングすることです。 出力インター
フェイスで QoS-group 10 のパケットを照合するために、QoS-group 10 で一致する voice という名
前のクラスが作成されます。 これは、output-interface という名前の別のポリシーに関連付けられ、
アップリンク インターフェイスに関連付けられます。 ビデオも同じ方法で処理されますが、
QoS-group 20 で一致します。
次の例は、上記のswitch固有の情報を使用して分類する方法を示しています。
Switch(config)#
Switch(config)# class-map voice-interface-1
Switch(config-cmap)# match ip precedence 5
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map video-interface-1
Switch(config-cmap)# match ip precedence 6
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map voice-interface-2
Switch(config-cmap)# match ip dscp ef
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map video-interface-2
Switch(config-cmap)# match ip dscp af11
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map input-interface-1
Switch(config-pmap)# class voice-interface-1
Switch(config-pmap-c)# set qos-group 10
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class video-interface-1
Switch(config-pmap-c)# set qos-group 20
Switch(config-pmap-c)# policy-map input-interface-2
Switch(config-pmap)# class voice-interface-2
Switch(config-pmap-c)# set qos-group 10
Switch(config-pmap-c)# class video-interface-2
Switch(config-pmap-c)# set qos-group 20
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# class-map voice
Switch(config-cmap)# match qos-group 10
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map video
Switch(config-cmap)# match qos-group 20
Switch(config)# policy-map output-interface
Switch(config-pmap)# class voice
Switch(config-pmap-c)# police 256000 conform-action transmit exceed-action drop
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class video
Switch(config-pmap-c)# police 1024000 conform-action transmit exceed-action drop
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)# exit
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例：音声、ビデオ、およびマルチキャストトラフィックで分類された
ワイヤレス QoS ポリシー
次の例では、音声とビデオのトラフィックの Quality of Service を管理するポートの子ポリシーを
作成するテンプレートを示します。
Policy-map port_child_policy
Class voice (match dscp ef)
Priority level 1
Police Multicast Policer
Class video (match dscp af41)
Priority level 2
Police Multicast Policer
Class mcast-data (match non-client-nrt)
Bandwidth remaining ratio <>
Class class-default (NRT Data)
Bandwidth remaining ratio <>

（注）

上記の例のマルチキャスト ポリサーはキーワードではありません。 これは設定されたポリシ
ング ポリシーを示しています。
名前の音声とビデオを使用する 2 つのクラス マップは、46 および 34 の DSCP の割り当てで設定
されます。 音声トラフィックにはプライオリティ 1 が割り当てられ、ビデオ トラフィックにはプ
ライオリティ レベル 2 が割り当てられ、Q0 および Q1 を使用して処理されます。 ネットワークが
マルチキャスト音声およびビデオ トラフィックを受信すると、マルチキャストのポリサーを設定
できます。 非クライアント NRT データおよび NRT データは Q2 および Q3 キューで処理されま
す。
関連トピック
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
ポート ポリシー, （32 ページ）
ポート ポリシーの形式, （33 ページ）
マルチキャスト トラフィックの Qos ポリシーの設定（CLI）, （134 ページ）
ワイヤレス QoS マルチキャスト, （49 ページ）

例：ダウンストリーム SSID ポリシーの設定
ダウンストリーム BSSID ポリシーを設定するには、最初にプライオリティ レベルのキューイング
でポートの子ポリシーを設定する必要があります。
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ポリシーのタイプ。
ユーザ定義のポートの子ポリシー

例
policy-map port_child_policy
class voice
priority level 1 20000
class video
priority level 2 10000
class non-client-nrt-class
bandwidth remaining ratio 10
class class-default
bandwidth remaining ratio 15

出力 BSSID ポリシー

SSID の子 QoS ポリシー

policy-map bssid-policer
queue-buffer ratio 0
class class-default
shape average 30000000
set dscp dscp table dscp2dscp
set wlan user-priority dscp table dscp2up
service-policy ssid_child_qos

Policy Map ssid-child_qos
Class voice
priority level 1
police cir 5m
admit cac wmm-tspec
UP 6,7 / tells WCM allow ‘voice’
TSPEC\SIP snoop for this ssid
rate 4000 / must be police rate
value is in kbps)
Class video
priority level 2
police cir 60000

関連トピック
WLAN での SSID またはクライアント ポリシーの適用（CLI）, （96 ページ）
SSID ポリシーの設定（GUI）, （94 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
SSID ポリシー, （35 ページ）
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例：クライアント ポリシー
クライアントポリシーの種 例/詳細
類
デフォルトの出力クライア すべての着信トラフィックのユーザプライオリティは 0 です。
（注）
ント ポリシー
デフォルトのクライアント ポリシーは、ACM イネーブル
の WMM クライアント上でのみイネーブルにされます。
ACM がイネーブルにされているかどうかは、show ap
dot11 5ghz network コマンドを使用して確認できます。
ACM をイネーブルにするには、ap dot11 5ghz cac voice
acm コマンドを使用します。
Policy-map client-def-down
class class-default
set wlan user-priority 0

デフォルトの入力クライア ワイヤレス ネットワークから有線ネットワークに送信されるトラ
ント ポリシー
フィックは、DSCP 値が 0 に設定されます。
（注）
デフォルトのクライアント ポリシーは、ACM イネーブル
の WMM クライアント上でのみイネーブルにされます。
Policy-map client-def-up
class class-default
set dscp 0
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クライアントポリシーの種 例/詳細
類
設定された QoS レベル属性
を使用してクライアントが
AAAのプロファイルに認証
する際に、自動的に生成さ
れ、WMM クライアントに
適用されるクライアント ポ
リシー。

非 WMM クライアントの貴
金属ポリシー

Policy Map platinum-WMM
Class voice-plat
set wlan user-priority 6
Class video-plat
set wlan user-priority 4
Class class-default
set wlan user-priority 0
Policy Map gold-WMM
Class voice-gold
set wlan user-priority 4
Class video-gold
set wlan user-priority 4
Class class-default
set wlan user-priority 0

Policy Map platinum
set wlan user-priority 6

トラフィックがクラス
クラスは DSCP または ACL を割り当てるように設定できます。
voice1 と一致し、ユーザ プ
Map client1-down
ライオリティが事前定義の Policy
Class voice1
//match dscp, cos
set wlan user-priority <>
値に設定された出力クライ
Class voice2
//match acl
アント ポリシー。
set wlan user-priority <>
Class voice3
set wlan user-priority <>
Class class-default
set wlan user-priority 0
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クライアントポリシーの種 例/詳細
類
AAA および TCLAS に基づ
くクライアント ポリシー

出力方向のトラフィック用
の音声とビデオのクライア
ント ポリシー

ポリシングを使用する入力
方向のトラフィック用の音
声とビデオのクライアント
ポリシー
DSCP に基づく音声とビデ
オのクライアント ポリシー

マーキングおよびポリシン
グを使用したクライアント
入力ポリシー

Policy Map client2-down[ AAA+ TCLAS pol example]
Class
voice\\match dscp
police <>
set <>
Class class-default
set <>
Class voice1|| voice2 [match acls]
police <>
class voice1
set <>
class voice2
set <>

Policy Map client3-down
class voice \\match dscp, cos
police X
class video
police Y
class class-default
police Z
Policy Map client1-up
class voice
\\match dscp, up, cos
police X
class video
police Y
class class-default
police Z
Policy Map client2-up
class voice
\\match dscp, up, cos
set dscp <>
class video
set dscp <>
class class-default
set dscp <>
policy-map client_in_policy
class dscp-48 //match dscp 48
set cos 3
police 2m
class up-4
//match wlan user-priority 4
set dscp 10
police 3m
class acl
//match acl
set cos 2
police 5m
class class-default
set dscp 20
police 15m

階層型クライアント入力ポ
リシー
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クライアントポリシーの種 例/詳細
類
policy-map client-child-policy
class voice //match dscp 46
set dscp 40
police 5m
class video //match dscp 34
set dscp 30
police 7m
policy-map client-in-policy
class class-default
police 15m
service-policy client-child-policy

関連トピック
クライアント ポリシーの設定（CLI）
クライアント ポリシーの設定（GUI）, （83 ページ）
WLAN での QoS ポリシーの適用（GUI）, （135 ページ）
クライアント ポリシー, （36 ページ）

例：平均レート シェーピングの設定
次の例は、平均レート シェーピングを設定する方法を示しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map prec1
Switch(config-cmap)# description matching precedence 1 packets
Switch(config-cmap)# match ip precedence 1
Switch(config-cmap)# end
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map prec2
Switch(config-cmap)# description matching precedence 2 packets
Switch(config-cmap)# match ip precedence 2
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map shaper
Switch(config-pmap)# class prec1
Switch(config-pmap-c)# shape average 512000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# policy-map shaper
Switch(config-pmap)# class prec2
Switch(config-pmap-c)# shape average 512000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# shape average 1024000

クラス マップ、ポリシー マップ、シェーピング平均を設定したら、QoS のインターフェイスにポ
リシー マップを適用します。
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関連トピック
シェーピングの設定（CLI）, （130 ページ）
平均レート シェーピング, （56 ページ）

例：キュー制限の設定
次の例は、DSCP 値および割合に基づいて、キュー制限ポリシーを設定する方法を示しています。
Switch# configure terminal
Switch#(config)# policy-map port-queue
Switch#(config-pmap)# class dscp-1-2-3
Switch#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 1 percent 80
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 2 percent 90
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 3 percent 100
Switch#(config-pmap-c)# exit
Switch#(config-pmap)# class dscp-4-5-6
Switch#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 4 percent 20
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 5 percent 30
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 6 percent 20
Switch#(config-pmap-c)# exit
Switch#(config-pmap)# class dscp-7-8-9
Switch#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 7 percent 20
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 8 percent 30
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 9 percent 20
Switch#(config-pmap-c)# exit
Switch#(config-pmap)# class dscp-10-11-12
Switch#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 10 percent 20
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 11 percent 30
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 12 percent 20
Switch#(config-pmap-c)# exit
Switch#(config-pmap)# class dscp-13-14-15
Switch#(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 13 percent 20
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 14 percent 30
Switch#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 15 percent 20
Switch#(config-pmap-c)# end
Switch#

上記のポリシー マップのキュー制限の設定が終了すると、QoS のインターフェイスにポリシー
マップを適用することができます。
関連トピック
キュー制限の設定（CLI）, （127 ページ）
WTD, （58 ページ）
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例：キュー バッファの設定
次の例は、キュー バッファ ポリシーを設定して QoS のインターフェイスに適用する方法を示し
ています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map policy1001
Switch(config-pmap)# class class1001
Switch(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
Switch(config-pmap-c)# queue-buffer ratio ?
<0-100> Queue-buffers ratio limit
Switch(config-pmap-c)# queue-buffer ratio 20
Switch(config-pmap-c)# end
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitEthernet2/0/3
Switch(config-if)# service-policy output policy1001
Switch(config-if)# end

関連トピック
キュー バッファの設定（CLI）, （125 ページ）
キュー バッファの割り当て, （61 ページ）

例：ポリシング アクションの設定
次の例は、ポリサーに関連付けることができるさまざまなポリシング アクションを示していま
す。これらのアクションは、パケット設定の適合、超過、または違反によって実現されます。ト
ラフィック プロファイルを超過または違反したパケットをドロップ、マーク付け、または送信す
ることができます。
たとえば、1 つの一般的な導入シナリオでは、エンタープライズ顧客ポリシー トラフィックがネッ
トワークからサービス プロバイダーに送信され、DSCP 値が異なる、適合、超過、および違反パ
ケットをマーキングします。 サービス プロバイダーは、輻輳があると DSCP 値の超過および違反
としてマーキングされたパケットをドロップすることができますが、使用可能な帯域幅がある場
合は送信することも可能です。

（注）

Layer 2 フィールドには CoS フィールドが含まれるようにマーキングでき、Layer 3 フィールド
には precedence および DSCP フィールドが含まれるようにマーキングできます。
1 つの便利な機能として、複数のアクションとイベントを関連付ける機能があります。 たとえば、
すべての適合パケットについて、precedence ビットと CoS を設定できます。 アクションを設定す
るサブモードは、ポリシング機能によって配信できます。
これは、ポリシング アクションの設定例を示しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map police
Switch(config-pmap)# class class-default
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Switch(config-pmap-c)# police cir 1000000 pir 2000000
Switch(config-pmap-c-police)# conform-action transmit
Switch(config-pmap-c-police)# exceed-action set-dscp-transmit dscp table exceed-markdown-table
Switch(config-pmap-c-police)# violate-action set-dscp-transmit dscp table
violate-markdown-table
Switch(config-pmap-c-police)# end

この例では、exceed-markdown-table と violate-mark-down-table がテーブル マップです。

（注）

ポリサー ベースのマークダウン アクションは、テーブル マップを使用する場合のみサポート
されます。 switchの各マーキング フィールドで許可されているマークダウン テーブル マップ
は 1 つだけです。
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （119 ページ）
ポリシング, （49 ページ）
トークンバケット アルゴリズム, （50 ページ）

例：ポリサーの VLAN 設定
次の例では、VLAN のポリサー設定を表示します。 この設定の最後に、QoS のインターフェイス
に VLAN ポリシー マップを適用します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map vlan100
Switch(config-cmap)# match vlan 100
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map vlan100
Switch(config-pmap)# policy-map class vlan100
Switch(config-pmap-c)# police 100000 bc conform-action transmit exceed-action drop
Switch(config-pmap-c-police)# end
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitEthernet1/0/5
Switch(config-if)# service-policy input vlan100

関連トピック
ポリシー マップによる SVI のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング（CLI）,
（102 ページ）
VLAN のポリシー マップ, （48 ページ）

例：ポリシングの単位
次の例は、QoS でサポートされるポリシングのさまざまな単位を示しています。 ポリシングの単
位はトークン バケットが動作する基盤です。
次の単位のポリシングがサポートされています。
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• CIR および PIR はビット/秒で指定します。 バースト パラメータはバイト単位で指定します。
これはデフォルトのモードであり、単位が指定されていない場合に使用される単位です。
CIR および PIR は、パーセントでも設定できます。その場合バースト パラメータをミリ秒単
位で設定する必要があります。
• CIR および PIR はパケット/秒で指定します。 この場合、バースト パラメータもパケットで
設定されます。
次の例は、ビット/秒のポリサー設定を示しています。
Switch(config)# policy-map bps-policer
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c) # police rate 256000 bps burst 1000 bytes
conform-action transmit exceed-action drop

次の例は、パケット/秒のポリサー設定を示しています。 この設定では、測定単位がパケットであ
るデュアル レートの 3 カラー ポリサーが設定されます。 バーストおよびピーク バーストはすべ
てパケットに指定されます。
Switch(config)# policy-map pps-policer
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# police rate 5000 pps burst 100 packets
peak-rate 10000 pps peak-burst 200 packets conform-action transmit
exceed-action drop violate-action drop

関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （119 ページ）
トークンバケット アルゴリズム, （50 ページ）

例：シングルレート 2 カラー ポリシング設定
次の例は、シングルレート 2 カラー ポリサーを設定する方法を示しています。
Switch(config)# class-map match-any prec1
Switch(config-cmap)# match ip precedence 1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map policer
Switch(config-pmap)# class prec1
Switch(config-pmap-c)# police cir 256000 conform-action transmit exceed-action drop
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)#

関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （119 ページ）
シングルレート 2 カラー ポリシング, （55 ページ）
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例：デュアルレート 3 カラー ポリシング設定
次の例は、デュアルレート 3 カラー ポリサーを設定する方法を示しています。
Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-Map dual-rate-3color-policer
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# police cir 64000 bc 2000 pir 128000 be 2000
Switch(config-pmap-c-police)# conform-action transmit
Switch(config-pmap-c-police)# exceed-action set-dscp-transmit dscp table exceed-markdown-table
Switch(config-pmap-c-police)# violate-action set-dscp-transmit dscp table
violate-markdown-table
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)#

この例では、exceed-markdown-table と violate-mark-down-table がテーブル マップです。

（注）

ポリサー ベースのマークダウン アクションは、テーブル マップを使用する場合のみサポート
されます。 switchの各マーキング フィールドで許可されているマークダウン テーブル マップ
は 1 つだけです。
関連トピック
ポリシングの設定（CLI）, （119 ページ）
デュアルレート 3 カラー ポリシング, （55 ページ）

例：テーブル マップのマーキング設定
次のステップと例は、QoS 設定でテーブル マップ マーキングを使用する方法を示しています。
1 テーブル マップを定義します。
table-map コマンドを使用してテーブル マップを定義し、値のマッピングを示します。 この
テーブルでは、テーブルが使用されるポリシーまたはクラスを認識しません。 テーブル マッ
プのデフォルトのコマンドは、一致する「from」フィールドがない場合に、「to」フィールド
にコピーされる値を示します。 この例では、table-map1 というテーブル マップが作成されま
す。 定義されたマッピングでは、値 0 が 1 に、2 が 3 に変換され、デフォルト値は 4 に設定さ
れます。
Switch(config)# table-map table-map1
Switch(config-tablemap)# map from 0 to 1
Switch(config-tablemap)# map from 2 to 3
Switch(config-tablemap)# default 4
Switch(config-tablemap)# exit

2 テーブル マップが使用されるポリシー マップを定義します。
この例では、着信 CoS が table-map1 テーブルで指定されたマッピングに基づいて、DSCP に
マッピングされます。 この例では、着信パケットの DSCP が 0 である場合、パケット内の CoS
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は 1 に設定されます。 テーブル マップ名が指定されていない場合、このコマンドではデフォ
ルトの動作が実行され、値が「from」フィールド（この場合は DSCP）から「to」フィールド
（この場合は CoS）にコピーされます。 ただし、CoS が 3 ビット フィールドであっても DSCP
は 6 ビット フィールドです。これは、DSCP 内の最初の 3 ビットに CoS がコピーされることを
意味します。
Switch(config)# policy map policy1
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# set cos dscp table table-map1
Switch(config-pmap-c)# exit

3 ポリシーをインターフェイスに関連付けます。
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)# service-policy output policy1
Switch(config-if)# exit

関連トピック
テーブル マップの設定（CLI）, （105 ページ）
テーブル マップのマーキング, （52 ページ）

例：CoS マーキングを保持するテーブル マップの設定
次の例は、テーブル マップを使用して、QoS 設定のインターフェイスで CoS マーキングを保持す
る方法を示しています。
（例で設定されている）cos-trust-policy ポリシーは入力方向でイネーブルになり、インターフェイ
スに着信する CoS マーキングが保持されます。 ポリシーがイネーブルになっていない場合は、デ
フォルトで DSCP だけが信頼されます。 純粋なレイヤ 2 パケットがインターフェイスに着信する
と、CoS の入力ポートに一致するポリシーがない場合は、CoS 値が 0 に書き換えられます。
Switch# configure terminal
Switch(config)# table-map cos2cos
Switch(config-tablemap)# default copy
Switch(config-tablemap)# exit
Switch(config)# policy map cos-trust-policy
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# set cos cos table cos2cos
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
Switch(config-if)# service-policy input cos-trust-policy
Switch(config-if)# exit

関連トピック
有線およびワイヤレス ポートの信頼動作, （63 ページ）
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次の作業
QoS 設定でこれらの自動機能を使用できるかどうかについては、自動 QoS のマニュアルを参照し
てください。

QoS に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および QoS Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
使用方法の詳細。
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』
コール アドミッション制御（CAC）

System Management Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)
System Management Command Reference (Catalyst
3850 Switches)

マルチキャスト シェーピングおよびポリシング IP Multicast Routing Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)
レート
Application Visibility and Control（アプリケーショ System Management Configuration Guide (Catalyst
3850 Switches)
ンの可視性およびコントロール）
System Management Command Reference (Catalyst
3850 Switches)

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

テクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

QoS の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.3SE

有線ポートとワイヤレス ポー
トの両方における一貫して信頼
できるシステム デフォルトの
信頼動作。
Cisco IOS XE 3.2 リリースは、
有線およびワイヤレス ポート
に対して信頼できるさまざまな
デフォルト設定をサポートしま
した。 有線ポートの信頼でき
るデフォルト設定に関して、こ
のソフトウェア リリースでの
変更はありません。 ワイヤレ
ス ポートの場合、デフォルト
のシステム動作は非信頼でし
た。つまり、スイッチの起動時
に、ワイヤレス ポートのマー
キングすべてがデフォルトでゼ
ロに設定され、トラフィックは
プライオリティ処理されません
でした。 既存の有線スイッチ
との互換性のために、すべての
トラフィックはデフォルトでベ
スト エフォートのキューへ送
信されていました。 アクセス
ポイントは、プライオリティ
キューイングをデフォルトで実
行していました。
ワイヤレス ポートでのデフォ
ルトの信頼動作は、no qos
wireless default untrust コマン
ドを使用して変更できました。
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リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.3SE

IPv6 ワイヤレス クライアント
のサポート。
Cisco IOS XE 3.2 ソフトウェア
リリースは、ワイヤレス クラ
イアントに対して IPv6 をサ
ポートしていませんでした。
新しいリリースでは、これをサ
ポートしています。 クライア
ント ポリシーは、IPv4 および
IPv6 フィルタを設定できるよう
になりました。

Cisco IOS XE 3.3SE

3 つの無線と 11ac のサポート。

Cisco IOS XE 3.3SE

show policy-map コマンドで使
用可能な新しい分類カウンタ。
（注）

この機能は、有線
ターゲットでのみ使
用できます。

Cisco IOS XE 3.6E

入力 SSID ポリシーのマーキン
グおよびポリシング アクショ
ン。 クライアント ポリシーは
アクセス ポイントで適用され
ます。

Cisco IOS XE 3.6E

ワイヤレス ターゲット用に
show policy-map コマンドで使
用可能な新しい分類カウンタ。

Cisco IOS XE 3.6E

統計情報は、入力ポリシーでだ
けサポートされます。
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• 機能情報の確認, 161 ページ
• 自動 QoS の前提条件, 162 ページ
• 自動 QoS の制約事項, 162 ページ
• 自動 QoS の設定に関する情報, 162 ページ
• 自動 QoS の設定方法, 165 ページ
• 自動 QoS のモニタリング, 171 ページ
• 自動 QoS に関するトラブルシューティング, 171 ページ
• 自動 QoS の設定例, 172 ページ
• 自動 QoS の関連情報, 198 ページ
• 自動 QoS に関する追加情報, 199 ページ
• 自動 QoS の機能履歴と情報, 200 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。 このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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自動 QoS の前提条件
自動 QoS の前提条件は標準 QoS の前提条件と同じです。

自動 QoS の制約事項
次に、自動 QoS の制約事項を示します。
• 自動 QoS は、SVI インターフェイスではサポートされません。
• 自動 QoS は、EtherChannel でバンドルされるインターフェイスではサポートされません。
• trust device device_type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、switchのスタ
ンドアロン コマンドとしてではなく、自動 QoS 設定でのみサポートされます。 trust device
device_type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを自動 QoS 設定で使用する
ときに、接続されているピア デバイスが対応デバイス（信頼ポリシーに一致するデバイスと
して定義されているデバイス）ではない場合、CoS 値と DSCP 値の両方が「0」に設定され、
すべての入力ポリシーが有効になりません。
• 3.2.2 より古いソフトウェア バージョンのソフトウェア リリースを 3.2.2 またはこれ以降のソ
フトウェア バージョンにアップグレードする場合は、この章で説明する自動 QoS のアップ
グレード手順に従ってください。
関連トピック
自動 QoS のアップグレード（CLI）, （167 ページ）

自動 QoS の設定に関する情報
自動 QoS の概要
自動 QoS 機能を使用して、QoS 機能の配置を容易にできます。 自動 QoS は、ネットワーク設計
を確認し、スイッチがさまざまなトラフィック フローに優先度を指定できるように QoS 設定をイ
ネーブルにします。
スイッチは MQC モデルを採用しています。 これは、特定のグローバル コンフィギュレーション
を使用する代わりに、スイッチ上のインターフェイスに適用された自動 QoS が複数のグローバル
クラス マップとポリシー マップを設定することを意味します。
auto-QoS はトラフィックを照合し、各一致パケットを qos-group に割り当てます。 これにより、
出力ポリシー マップは、プライオリティ キューを含む特定のキューに、特定の qos-group を配置
できます。
QoS は、着信と発信の両方向で必要です。 着信時に、スイッチ ポートは、パケットの DSCP を信
頼する必要があります（デフォルトで実行されます）。 発信時に、スイッチ ポートは、音声パ
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ケットに「front of line」プライオリティを付与する必要があります。 音声が発信キューの他のパ
ケットの後ろで待機して、遅延が長くなりすぎる場合、パケットの受信時間の範囲外となるため、
エンド ホストは、そのパケットをドロップします。

自動 QoS 短縮機能の概要
自動 QoS コマンドを入力すると、CLI からコマンドを入力する場合と同様に、生成されたすべて
のコマンドがスイッチにより表示されます。 自動 QoS 短縮機能を使用して、実行コンフィギュ
レーションから自動 QoS が生成したコマンドを非表示にできます。 これにより、実行コンフィ
ギュレーションを容易に把握でき、またメモリをより効率的に使用できるようになります。

自動 QoS グローバル設定テンプレート
一般に、自動 QoS コマンドは、ACL または DSCP で一致する、またはアプリケーション クラス
に送信されるトラフィックを識別する CoS 値で一致する一連のクラス マップを生成します。 ま
た、生成されたクラスに一致する入力ポリシーや、設定されている帯域幅にクラスをポリシング
する入力ポリシーも生成されます。 8 つの出力キュー クラス マップが生成されます。 実際の出
力の出力ポリシーは、この 8 つの出力キュー クラス マップのそれぞれにキューを割り当てます。
自動 QoS コマンドは、必要なテンプレートだけを生成します。 たとえば、新しい自動 QoS コマ
ンドを初めて使用するときに、8 つのキュー出力サービス ポリシーを定義するグローバル設定が
生成されます。 この時点から、他のインターフェイスに適用された自動 QoS コマンドは、出力
キューのテンプレートを生成しません。これは、新しい自動 QoS コマンドが最初に使用されてか
ら生成された同じ 8 つのキュー モデルに、すべての自動 QoS コマンドが依存しているためです。

自動 QoS ポリシーとクラス マップ
適切な自動 QoS コマンドを入力すると、次のアクションが実行されます。
• 特定のクラス マップが作成されます。
• 特定のポリシー マップ（入力および出力）が作成されます。
• 指定したインターフェイスにポリシー マップが適用されます。
• インターフェイスの信頼レベルが設定されます。
関連トピック
自動 QoS の設定（CLI）, （165 ページ）
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実行コンフィギュレーションでの自動 QoS の影響
自動 QoS がイネーブルになると、auto qos インターフェイス コンフィギュレーション コマンドお
よび生成されたグローバル コンフィギュレーションが実行コンフィギュレーションに追加されま
す。
スイッチは、自動 QoS が生成したコマンドを、CLI から入力したように適用します。 既存のユー
ザ設定では、生成されたコマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンド
で既存の設定が上書きされることもあります。 これらのアクションが警告なしで発生する可能性
があります。 生成されたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入
力の設定は実行コンフィギュレーション内に残ります。 上書きされたユーザ入力の設定は、現在
の設定をメモリに保存せずに、スイッチをリロードすると復元できます。 生成コマンドが適用さ
れなかった場合、以前の実行コンフィギュレーションが復元されます。

実行コンフィギュレーションに対する自動 QoS 短縮機能の影響
自動 QoS 短縮機能をイネーブルにした場合：
• CLI から入力された自動 QoS コマンドだけが実行コンフィギュレーションに表示されます。
• 生成されるグローバル コンフィギュレーションおよびインターフェイス コンフィギュレー
ションは表示されません。
• コンフィギュレーションを保存するときに、入力した自動 QoS コマンドだけが保存されます
（非表示のコンフィギュレーションは保存されません）。
• スイッチをリロードすると、保存された自動 QoS コマンドがシステムにより検出、再実行さ
れ、AutoQoS SRND4.0 に準拠したコンフィギュレーション セットが生成されます。

（注）

自動 QoS 短縮機能がイネーブルである場合は、自動 QoS 生成コマンドを変更しないでくださ
い。これは、スイッチのリロード時にユーザ変更がオーバーライドされるためです。
自動 QoS グローバル短縮機能をイネーブルにした場合：
• 非表示の AQC 派生コマンドを表示するには、show derived-config コマンドを使用します。
• AQC コマンドはメモリに保存されません。 これらは、スイッチがリロードされるたびに再
生成されます。
• 短縮機能がイネーブルである場合、自動 QoS により生成されたコマンドは変更しないでくだ
さい。
• 自動 QoS でインターフェイスが設定されており、AQC をディセーブルにする必要がある場
合は、最初に自動 QoS をインターフェイス レベルでディセーブルにする必要があります。
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自動 QoS の設定方法
自動 QoS の設定（CLI）
QoS パフォーマンスを最適化するには、ネットワーク内のすべてのデバイスで自動 QoS を設定し
ます。

手順の概要
1. configure terminal
2. interface interface-id
3. 自動 QoS 設定によって、次のコマンドの 1 つを使用します。
• auto qos voip {cisco-phone | cisco-softphone | trust}
• auto qos video {cts | ip-camera | media-player}
• auto qos classify [police]
• auto qos trust {cos | dscp}
4. end
5. show auto qos interface interface-id

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステッ
プ2

interface interface-id
例：
Switch(config)# interface
gigabitethernet 3/0/1

ステッ
プ3

VoIP ポートやビデオ デバイスに接続されているポート、またはネットワー
ク内部の他の信頼できるスイッチまたはルータに接続されているアップリ
ンク ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

自動 QoS 設定によって、次の 次のコマンドによって、VoIP 用の自動 QoS が有効になります。
コマンドの 1 つを使用しま
• auto qos voip cisco-phone：ポートが Cisco IP Phone に接続されている場
す。
合、着信パケットの QoS ラベルは電話機が検出された場合だけ信頼さ
• auto qos voip {cisco-phone
れます（CDP を介して条件付き信頼）。
| cisco-softphone | trust}
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コマンドまたはアクション
• auto qos video {cts |
ip-camera | media-player}
• auto qos classify [police]
• auto qos trust {cos | dscp}

例：
Switch(config-if)# auto qos
trust dscp

目的
• auto qos voip cisco-softphone：ポートが Cisco SoftPhone 機能を実行する
デバイスに接続されている場合。 このコマンドによって Cisco IP
SoftPhone アプリケーションおよびマーキングを実行する PC に接続し
ているインターフェイスの QoS 設定が生成され、そのようなインター
フェイスからのトラフィックをマーキングおよびポリシングします。
このコマンドで設定されたポートは、信頼できないと見なされます。
• auto qos voip trust：アップリンク ポートが信頼できるスイッチまたは
ルータに接続されていて、入力パケット内の VoIP トラフィック分類が
信頼されます。
次のコマンドは、指定されたビデオ デバイス（システム、カメラ、メディ
アプレーヤー）用の自動 QoS を有効にします。
• auto qos video cts：ポートが Cisco Telepresence System に接続されます。
着信パケットの QoS ラベルは Cisco TelePresence が検出された場合だけ
信頼されます（CDP を介した条件付き信頼）
• auto qos video ip-camera：ポートが Cisco Video Surveillance カメラに接
続されます。 着信パケットの QoS ラベルは Cisco カメラが検出された
場合だけ信頼されます（CDP を介した条件付き信頼）
• auto qos video media-player：CDP 対応 Cisco Digital Media Player に接続
されているポート。 着信パケットの QoS ラベルはデジタル メディア
プレイヤーが検出された場合だけ信頼されます（CDP を介した条件付
き信頼）。
次のコマンドによって、分類用の自動 QoS が有効になります。
• auto qos classify police： このコマンドは、信頼できないインターフェ
イスの QoS 設定を生成します。 この設定では、信頼できないデスク
トップ/デバイスから着信するトラフィックを分類してマークするた
め、サービス ポリシーがインターフェイスに適用されます。 生成され
たサービス ポリシーは、ポリシングを実行します。
次のコマンドによって、信頼できるインターフェイス用の自動 QoS が有効
になります。
• auto qos trust cos：サービス クラス。
• auto qos trust dscp：DiffServ コード ポイント。
• <cr>：信頼インターフェイス。
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ステッ
プ4

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Switch(config-if)# end

ステッ
プ5

（任意）入力を確認します。

show auto qos interface
interface-id

このコマンドは、自動 QoS がイネーブルであるインターフェイス上の自動
QoS コマンドを表示します。 自動 QoS 設定およびユーザの変更を表示する
には、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。

例：
Switch# show auto qos
interface
gigabitethernet 3/0/1

関連トピック
自動 QoS ポリシーとクラス マップ, （163 ページ）

自動 QoS のアップグレード（CLI）
この手順は、3.2.2 より古いソフトウェア バージョンのソフトウェア リリースを 3.2.2 以降のソフ
トウェア バージョンにアップグレードする場合にのみ、実行してください。

はじめる前に
アップグレードを行う前に、スイッチ上のすべての自動 QoS 設定を削除する必要があります。 こ
の例では、その手順について説明します。
この例の手順を実行した後で、新しいソフトウェア イメージまたはアップグレード後のソフト
ウェア イメージのスイッチをリブートし、自動 QoS を再設定する必要があります。

手順の概要
1. show auto qos
2. no auto qos
3. show running-config | i autoQos
4. no policy-map policy-map_name
5. show running-config | i AutoQoS
6. show auto qos
7. write memory
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手順の詳細
ステップ 1

show auto qos
例：
Switch# show auto qos
GigabitEthernet2/0/3
auto qos voip cisco-phone
GigabitEthernet2/0/27
auto qos voip cisco-softphone

特権 EXEC モードでこのコマンドを入力して、現在の自動 QoS 設定をすべて記録します。
ステップ 2

no auto qos
例：
Switch(config-if)#no auto qos

インターフェイス コンフィギュレーション モードで、自動 QoS 設定が行われている各インターフェイス
で適切な no auto qos コマンドを実行します。
ステップ 3

show running-config | i autoQos
例：
Switch# show running-config | i autoQos

特権 EXEC モードに戻り、このコマンドを入力して、残りの自動 QoS マップ、クラス マップ、ポリシー
マップ、アクセス リスト、テーブル マップ、またはその他の設定を記録します。
ステップ 4

no policy-map policy-map_name
例：
Switch)config#
Switch)config#
Switch)config#
Switch)config#
Switch)config#

no
no
no
no
no

policy-map pmap_101
class-map cmap_101
ip access-list extended AutoQos-101
table-map 101
table-map policed-dscp

グローバル コンフィギュレーション モードでこのコマンドを入力して、QoS クラス マップ、ポリシー
マップ、アクセス リスト、テーブル マップ、およびその他の自動 QoS 設定を削除します。
• no policy-map policy-map-name
• no class-map class-map-name
• no ip access-list extended Auto-QoS-x
• no table-map table-map-name
• no table-map policed-dscp
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ステップ 5

show running-config | i AutoQoS
例：
Switch# show running-config | i AutoQos

特権 EXEC モードに戻り、このコマンドを実行して、自動 QoS 設定がないこと、または自動 QoS 設定の
残りの部分がないことを確認します。
ステップ 6

show auto qos
例：
Switch# show auto qos

このコマンドを実行して、自動 QoS 設定がないこと、または設定の残りの部分がないことを確認します。
ステップ 7

write memory
例：
Switch# write memory

write memory コマンドを入力して、自動 QoS 設定に対する変更を NV メモリに書き込みます。

次の作業
新しいソフトウェア イメージまたはアップグレード後のソフトウェア イメージでスイッチをリ
ブートします。
新しいソフトウェア イメージまたはアップグレード後のソフトウェア イメージでリブートした
ら、ステップ 1 で説明した show auto qos コマンドを実行した結果に基づいて、適切なスイッチ
インターフェイスの自動 QoS を再設定します。

（注）

スイッチまたはスタックごとに、マークダウンの超過用に 1 つのテーブル マップ、マークダ
ウンの違反用に 1 つのテーブル マップが存在します。 超過アクションのテーブル マップがス
イッチにすでに存在している場合は、自動 QoS ポリシーを適用できません。
関連トピック
自動 QoS の制約事項, （162 ページ）

自動 QoS 短縮機能のイネーブル化
自動 QoS 短縮機能をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
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手順の概要
1. configure terminal
2. auto qos global compact

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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：
Switch# configure terminal

ステップ 2

auto qos global compact
例：
Switch(config)# auto qos
global compact

自動 QoS 短縮機能がイネーブルになり、自動 QoS のグローバル コンフィ
ギュレーション（非表示）が生成されます。
その後、インターフェイス コンフィギュレーション モードで設定する
自動 QoS コマンドを入力できます。システムにより生成されるインター
フェイス コマンドも非表示になります。
適用された自動 QoS 設定を表示するには、次の特権 EXEC コマンドを使
用します。
• show derived-config
• show policy-map
• show access-list
• show class-map
• show table-map
• show auto-qos
• show policy-map interface
• show ip access-lists
これらのコマンドにはキーワード「AutoQos-」が付きます。

次の作業
自動 QoS 短縮機能をディセーブルにするには、対応する自動 QoS コマンドの no 形式を入力して
自動 QoS インスタンスをすべてのインターフェイスから削除し、次に no auto qos global compact
グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行します。
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自動 QoS のモニタリング
表 17：自動 QoS のモニタリング用コマンド

コマンド

説明

show auto qos [interface [interface-id]]

最初の自動 QoS 設定を表示します。
show auto qos コマンド出力と show
running-config コマンド出力を比較してユーザ
定義の QoS 設定を比較できます。

show running-config

自動 QoS によって影響されるかもしれない QoS
設定に関する情報を表示します。
show auto qos コマンド出力と show
running-config コマンド出力を比較してユーザ
定義の QoS 設定を比較できます。

show derived-config

自動 qos テンプレートにより実行コンフィギュ
レーションとともに設定される非表示の mls qos
コマンドを表示します。

自動 QoS に関するトラブルシューティング
自動 QoS のトラブルシューティングを行うには、debug auto qos 特権 EXEC コマンドを使用しま
す。 詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスにある debug auto qos コマ
ンドを参照してください。
ポートで自動 QoS をディセーブルにするには、auto qos コマンドのインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドの no 形式（no auto qos voip など）を使用します。 このポートに対し
て、auto-QoS によって生成されたインターフェイス コンフィギュレーション コマンドだけが削除
されます。 auto-QoS をイネーブルにした最後のポートで、no auto qos voip コマンドを入力する
と、auto-QoS によって生成されたグローバル コンフィギュレーション コマンドが残っている場合
でも、auto-QoS はディセーブルと見なされます（グローバル コンフィギュレーションによって影
響を受ける他のポートでのトラフィックの中断を避けるため）。
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自動 QoS の設定例
例：auto qos trust cos
次の例は、auto qos trust cos コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/17
Switch(config-if)# auto qos trust cos
Switch(config-if)# end
Switch# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/17
GigabitEthernet1/0/17
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
cos cos table AutoQos-4.0-Trust-Cos-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
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5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
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Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos trust dscp
次の例は、auto qos trust dscp コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
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• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/18
Switch(config-if)# auto qos trust dscp
Switch(config-if)# end
Switch#show policy-map interface GigabitEthernet1/0/18
GigabitEthernet1/0/18
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp dscp table AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
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(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25
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例：auto qos video cts
次の例は、auto qos video cts コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/12
Switch(config-if)# auto qos video cts
Switch(config-if)# end
Switch# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/12
GigabitEthernet1/0/12
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
cos cos table AutoQos-4.0-Trust-Cos-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
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Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
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Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos video ip-camera
次の例は、auto qos video ip-camera コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示してい
ます。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
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• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/9
Switch(config-if)# auto qos video ip-camera
Switch(config-if)# end
Switch# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/9
GigabitEthernet1/0/9
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp dscp table AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
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(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25
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例：auto qos video media-player
次に、auto qos video media-player コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップの例を示しま
す。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/7
Switch(config-if)# auto qos video media-player
Switch(config-if)# end
Switch# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/7
GigabitEthernet1/0/7
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp dscp table AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
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0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
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Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos voip trust
次の例は、auto qos voip trust コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
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• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/31
Switch(config-if)# auto qos voip trust
Switch(config-if)# end
Switch# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/31
GigabitEthernet1/0/31
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
cos cos table AutoQos-4.0-Trust-Cos-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
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(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25
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例：auto qos voip cisco-phone
次の例は、auto qos voip cisco-phone コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示してい
ます。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-CiscoPhone-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Voip-Data-CiscoPhone-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Voip-Signal-CiscoPhone-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Default-Class（match-any）
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/5
Switch(config-if)# auto qos voip cisco-phone
Switch(config-if)# end
Switch# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/5
GigabitEthernet1/0/5
Service-policy input: AutoQos-4.0-CiscoPhone-Input-Policy
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Data-CiscoPhone-Class (match-any)
0 packets
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp ef
police:
cir 128000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Signal-CiscoPhone-Class (match-any)
0 packets
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Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp default
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
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Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
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bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos voip cisco-softphone
次の例は、auto qos voip cisco-softphone コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示し
ています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-CiscoSoftPhone-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Voip-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Voip-Signal-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Transaction-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Scavanger-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Signaling-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Default-Class（match-any）
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/20
Switch(config-if)# auto qos voip cisco-softphone
Switch(config-if)# end
Switch# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/20
GigabitEthernet1/0/20
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Service-policy input: AutoQos-4.0-CiscoSoftPhone-Input-Policy
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Data-Class (match-any)
0 packets
Match: dscp ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp ef
police:
cir 128000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Signal-Class (match-any)
0 packets
Match: dscp cs3 (24)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-MultiEnhanced-Conf
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af41
police:
cir 5000000 bps, bc 156250 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Bulk-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af11
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Transaction-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Transactional-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
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QoS Set
dscp af21
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Scavanger-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Scavanger
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs1
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Signaling-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Signaling
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp default
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
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0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
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Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

auto qos classify police
次の例は、auto qos classify police コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示していま
す。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Classify-Police-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Transaction-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Scavanger-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Signaling-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Default-Class（match-any）
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• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/6
Switch(config-if)# auto qos classify police
Switch(config-if)# end
Switch# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/6
GigabitEthernet1/0/6
Service-policy input: AutoQos-4.0-Classify-Police-Input-Policy
Class-map: AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-MultiEnhanced-Conf
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af41
police:
cir 5000000 bps, bc 156250 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Bulk-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af11
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Transaction-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Transactional-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af21
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
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set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Scavanger-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Scavanger
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs1
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Signaling-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Signaling
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp default
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,

QoS コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3.6E（Catalyst 3850 スイッチ）
196

OL-32605-01-J

auto-QoS の設定
auto qos classify police

Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
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(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

auto qos global compact
次に、auto qos global compact コマンドの例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# auto qos global compact
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/2
Switch(config-if)# auto qos voip cisco-phone
Switch# show auto-qos
GigabitEthernet1/2
auto qos voip cisco-phone
Switch# show running-config interface GigabitEthernet 1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/2
auto qos voip cisco-phone
end

自動 QoS の関連情報
自動 QoS 設定で特定の QoS の変更をする必要がある場合は、QoS のマニュアルを確認してくださ
い。
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自動 QoS に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構文および QoS Command Reference (Catalyst 3850 Switches)
使用方法の詳細。
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
Title

標準/RFC
—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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テクニカル サポート
説明

Link

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

自動 QoS の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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