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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、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。最新の警告および機能情報については、https://tools.cisco.com/bugsearch/の
Bug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースの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、および各機能がサポートされているリリースのリ

ストについては、「新規および変更された情報（New and Changed Information）」の章または以下
の「機能の履歴」表を参照してください。

マーキングについて
マーキングは、着信および発信パケットのQuality of Service（QoS）フィールドを変更するために
使用する方式です。マーキングが可能な QoSフィールドは、レイヤ 2ではサービスクラス
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（CoS）、レイヤ 3では Internet Protocol（IP）precedenceと Diffservコードポイント（DSCP）で
す。 QoSグループと廃棄クラスはシステムにとってローカルな 2つのラベルで、中間マーキング
値を割り当てることができます。これらの 2つのラベルを使用して、パケット内でマーキングさ
れた値の最終値を決定できます。

マーキングのコマンドは、ポリシーマップ内で参照されるトラフィッククラスで使用できます。

以下の表に、設定できるマーキング機能の一覧を示します。

表 1：設定可能なマーキング機能

説明マーキング機能

レイヤ 3 DSCP。

この dscp値を操作する場合は廃棄ク
ラス値を操作できません。逆も同様

です。

（注）

DSCP

レイヤ 3の IP precedence。

IP precedenceでは、タイプオブサー
ビス（ToS）フィールドの下位 3ビッ
トだけが使用されます。 TOSフィー
ルドの最初の 3ビットはデバイスに
よって 0に上書きされます。

（注）

IP precedence

レイヤ 2のサービスクラス（CoS）。CoS

システム内部で操作および照合できる、ローカ

ルで有効な QoS値。範囲は 0～ 126です。
QoS group

システム内部で照合および操作できる、ローカ

ルで有効な値。指定できる範囲は0～63です。

この廃棄クラス値を操作する場合は dscp値を
操作できません。逆も同様です。

廃棄クラス

マーキングのステータスは着信または発信パ

ケットに適用されます。

入力および出力ポート

テーブルマップをマーキングに使用する方式。テーブルマップの使用

特に制限事項として記載されていない限り、マーキング機能は着信パケットと発信パケットの両

方に適用できます。
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ライセンスの要件
QoS機能にライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はすべて
Cisco NX-OSシステムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。

仮想デバイスコンテキスト（VDC）の使用には Advanced Servicesライセンスが必要です。

NX-OSライセンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS LicensingGuide』を参照してください。

マーキングの前提条件
マーキングの前提条件は、次のとおりです。

•モジュラ QoSコマンドラインインターフェイス（MQC）の使用に精通している。

•スイッチにログインしている。

•正しい VDC内にいる。 VDCは、一連のシステムリソースを論理的に表現する用語です。
switchto vdcコマンドでは VDC番号を指定できます。

注意事項と制約事項
マーキングの設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

• set cosコマンドは、他の setコマンドが出力用の同一パケットに使用されていない場合にの
み入力ポリシーに使用できます。

• set qos-groupコマンドは入力ポリシーでのみ使用できます。

• set discard-classコマンドは入力ポリシーでのみ使用できます。

•スイッチ仮想インターフェイス（SVI）上で PIMが有効になっている場合、このVLAN上で
レイヤ 2スイッチドマルチキャストトラフィックにマーキングできません。

•レイヤ 2ポートでの出力 QoSポリシーは、どのモジュールタイプの VDCでもサポートされ
ません。

•出力QoSポリシーによるVLAN設定は、F1モジュールまたは F1モジュールに加えていずれ
かのモジュールで構成される VDCではサポートされません。ただし、出力 QoSポリシーに
よる VLAN設定は、次のモジュールタイプの VDCでサポートされます。

• F2eに加えてM1とM2の両方またはいずれか

• M1

• M2と F3

• F2と F2eの両方またはいずれか

• F3
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• VLAN設定での出力ポリシーは、CoSでの set matchをサポートしません。

• VLAN設定での出力ポリシーは、QoSグループまたは廃棄クラスの setをサポートしません。

• F1または F2eモジュールからMモジュールへのプロキシルーテッドマーキングは、レイヤ
2の入力ポートではサポートされません。ただし、VLANで適用されたマーキングは、レイ
ヤ 2の入力ポートでサポートされます。

マーキングの設定
ポリシーマップ内で 1つまたは複数のマーキング機能を組み合わせることにより、QoS値の設定
を制御できます。次に、インターフェイス上の着信パケットまたは発信パケットのいずれかにポ

リシーを適用できます。

setコマンドを使用したあと、コマンドの残りの部分を追加する前に、Enterを押さないでくださ
い。 setキーワードを入力した直後に Enterキーを押すと、QoSの設定を続けることができなくな
ります。

DSCP マーキングの設定

この値を設定する場合、廃棄クラス値は設定できません（「廃棄クラスマーキングの設定」

の項を参照）。

（注）

IPヘッダーの DiffServフィールドの上位 6ビットで、DSCP値を指定の値に設定できます。以下
の表に示す標準の DSCP値のほか、0～ 60の数値も入力できます。

表 2：標準の DSCP 値

DSCP 値のリスト値

AF11 dscp（001010）：10進値 10af11

AF12 dscp（001100）：10進値 12af12

AF13 dscp（001110）：10進値 14af12

AF21 dscp（010010）：10進値 18af21

AF22 dscp（010100）：10進値 20af22

AF23 dscp（010110）：10進値 22af23

AF31 dscp（011010）：10進値 26af31
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DSCP 値のリスト値

AF40 dscp（011100）：10進値 28af31

AF33 dscp（011110）：10進値 30af33

AF41 dscp（100010）：10進値 34af41

AF42 dscp（100100）：10進値 36af42

AF43 dscp（100110）：10進値 38af43

CS1（precedence 1）dscp（001000）：10進値 8cs1

CS2（precedence 2）dscp（010000）：10進値 16cs2

CS3（precedence 3）dscp（011000）：10進値 24cs3

CS4（precedence 4）dscp（100000）：10進値 32cs4

CS5（precedence 5）dscp（101000）：10進値 40cs5

CS6（precedence 6）dscp（110000）：10進値 48cs6

CS7（precedence 7）dscp（111000）：10進値 56cs7

デフォルト dscp（000000）：10進値 0デフォルト

EF dscp（101110）：10進値 46ef

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

qos-policy-map-nameという名前のポリシーマップを作
成するか、そのポリシーマップにアクセスし、ポリシー

switch(config)# policy-map
[type qos] [match-first]
{qos-policy-map-name |
qos-dynamic}

ステップ 2   

マップモードを開始します。ポリシーマップ名には、

アルファベット、ハイフン、またはアンダースコア文字

を含めることができます。ポリシーマップ名は大文字

と小文字が区別され、最大 40文字まで設定できます。
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目的コマンドまたはアクション

class-map-nameへの参照を作成し、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。

switch(config-pmap)# class
[type qos] {class-map-name |
qos-dynamic | class-default}

ステップ 3   

insert-beforeを使用して事前挿入するクラスを指定しな
[insert-before
before-class-map-name] い限り、ポリシーマップの末尾にクラスが追加されま

す。ポリシーマップ内のクラスと現在一致していない

トラフィックをすべて選択するには、class-defaultキー
ワードを使用します。

DSCP値を dscp-valueに設定します。標準値は上記の表
に示されています。

switch(config-pmap-c-qos)# set
dscp dscp-value

ステップ 4   

QoSポリシーを VLAN設定レベルで適用した場合、
DSCP値は 3つの最も重要なDSCPビットからのブリッ
ジドトラフィックおよびルーテッドトラフィックに対

する CoS値を導き出します。

次に、ポリシーマップ設定の表示方法例を示します。

switch# show policy-map policy1

IP precedence マッピングの設定
IPヘッダーの IPv4サービスタイプ（ToS）フィールドのビット 0～ 2にある IP precedenceフィー
ルドの値を設定できます。

このクラスに一致するパケットの場合、ToSフィールドの最後の 3ビットはデバイスによって
0に上書きされます。

（注）

以下の表に、優先順位値を示します。

表 3：優先順位値

優先順位値のリスト値

IP precedence値0～ 7

クリティカル優先順位（5）critical

フラッシュ優先順位（3）flash

フラッシュオーバーライド優先順位（4）flash-override
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優先順位値のリスト値

即時優先順位（2）immediate

インターネットワークコントロール優先順位

（6）
internet

ネットワークコントロール優先順位（7）ネットワーク

プライオリティ優先順位（1）priority

ルーチン優先順位（0）routine

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

qos-policy-map-nameという名前のポリシーマップを
作成するか、そのポリシーマップにアクセスし、ポ

switch(config)#policy-map [type
qos] [match-first]
{qos-policy-map-name |
qos-dynamic}

ステップ 2   

リシーマップモードを開始します。ポリシーマップ

名には、アルファベット、ハイフン、またはアンダー

スコア文字を含めることができます。ポリシーマッ

プ名は大文字と小文字が区別され、最大 40文字まで
設定できます。

class-map-nameへの参照を作成し、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。

switch(config-pmap-qos)# class
[type qos] {class-map-name |
qos-dynamic | class-default}

ステップ 3   

insert-beforeを使用して事前挿入するクラスを指定し
[insert-before
before-class-map-name] ない限り、ポリシーマップの末尾にクラスが追加さ

れます。ポリシーマップ内のクラスと現在一致して

いないトラフィックをすべて選択するには、

class-defaultキーワードを使用します。

IP precedence値を precedence-valueに設定します。値
の範囲は 0～ 7です。上記の表に示す値のいずれか
1つを入力できます。

switch(config-pmap-c-qos)# set
precedence precedence-value

ステップ 4   

次に、ポリシーマップ設定の表示方法例を示します。

switch# show policy-map policy1
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CoS マーキングの設定
IEEE 802.1QヘッダーのVLAN IDタグフィールドの上位 3ビットにある CoSフィールドの値を設
定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

qos-policy-map-nameという名前のポリシーマップを
作成するか、そのポリシーマップにアクセスし、ポ

switch(config)# policy-map [type
qos] [match-first]
{qos-policy-map-name |
qos-dynamic}

ステップ 2   

リシーマップモードを開始します。ポリシーマッ

プ名には、アルファベット、ハイフン、またはアン

ダースコア文字を含めることができます。ポリシー

マップ名は大文字と小文字が区別され、最大40文字
まで設定できます。

class-map-nameへの参照を作成し、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

switch(config-pmap-qos)# class
[type qos] {class-map-name |
qos-dynamic | class-default}

ステップ 3   

す。 insert-beforeを使用して事前挿入するクラスを
[insert-before
before-class-map-name] 指定しない限り、ポリシーマップの末尾にクラスが

追加されます。ポリシーマップ内のクラスと現在一

致していないトラフィックをすべて選択するには、

class-defaultキーワードを使用します。

CoS値を cos-valueに設定します。値の範囲は 0～ 7
です。

switch(config-pmap-c-qos)# set
cos cos-value

ステップ 4   

次に、ポリシーマップ設定の表示方法例を示します。

switch# show policy-map policy1

QoS グループマーキングの設定
内部ラベルQoSグループの値を設定できます。この値はローカルでだけ重要な値です。この値を
後続のポリシーアクションで参照したり、match qos-groupクラスマップコマンドを使用して出
力ポリシーで参照されるトラフィックを分類したりできます。

QoSグループは入力ポリシーでだけ使用できます。（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

qos-policy-map-nameという名前のポリシーマップを
作成するか、そのポリシーマップにアクセスし、ポ

switch(config)# policy-map [type
qos] [match-first]
{qos-policy-map-name |
qos-dynamic}

ステップ 2   

リシーマップモードを開始します。ポリシーマッ

プ名には、アルファベット、ハイフン、またはアン

ダースコア文字を含めることができます。ポリシー

マップ名は大文字と小文字が区別され、最大40文字
まで設定できます。

class-map-nameへの参照を作成し、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

switch(config-pmap-qos)# class
[type qos] {class-map-name |
qos-dynamic | class-default}

ステップ 3   

す。 insert-beforeを使用して事前挿入するクラスを
[insert-before
before-class-map-name] 指定しない限り、ポリシーマップの末尾にクラスが

追加されます。ポリシーマップ内のクラスと現在一

致していないトラフィックをすべて選択するには、

class-defaultキーワードを使用します。

QoSグループ値を qos-group-valueに設定します。値
の範囲は 0～ 126です。

switch(config-pmap-c-qos)# set
qos-group qos-group-value

ステップ 4   

次に、ポリシーマップ設定の表示方法例を示します。

switch# show policy-map policy1

廃棄クラスマーキングの設定

この値を設定する場合は、DSCP値を設定できません。「DSCPマーキングの設定」の項を参照
してください。

内部ラベル廃棄クラスの値を設定できます。この値はローカルでだけ重要な値です。この値を後

続のポリシーアクションで参照したり、match discard-classクラスマップコマンドを使用して出
力ポリシーで参照されるトラフィックを分類したりできます。

廃棄クラスは入力ポリシーでだけ使用できます。（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure terminalステップ 1   

qos-policy-map-nameという名前のポリシーマップを作
成するか、そのポリシーマップにアクセスし、ポリ

switch(config)# policy-map
[type qos] [match-first]
{qos-policy-map-name |
qos-dynamic}

ステップ 2   

シーマップモードを開始します。ポリシーマップ名

には、アルファベット、ハイフン、またはアンダース

コア文字を含めることができます。ポリシーマップ名

は大文字と小文字が区別され、最大40文字まで設定で
きます。

class-map-nameへの参照を作成し、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。

switch(config-pmap-qos)# class
[type qos] {class-map-name |
qos-dynamic | class-default}

ステップ 3   

insert-beforeを使用して事前挿入するクラスを指定し
[insert-before
before-class-map-name] ない限り、ポリシーマップの末尾にクラスが追加され

ます。ポリシーマップ内のクラスと現在一致していな

いトラフィックをすべて選択するには、class-default
キーワードを使用します。

廃棄クラス値を discard-class-valueに設定します。値
の範囲は 0～ 63です。

switch(config-pmap-c-qos)# set
discard-class qos-group-value

ステップ 4   

マーキングとテーブルマップの使用の詳細

については、「テーブルマップを使用した

マーキングの設定」の項を参照してくださ

い。

（注）

次に、ポリシーマップ設定の表示方法例を示します。

switch# show policy-map policy1

入力および出力マーキングの設定

QoSポリシーマップをインターフェイスに付加することにより、その QoSポリシーマップ内の
マーキング命令を入力または出力パケットに適用できます。入力または出力を選択するには、

service-policyコマンドで inputまたは outputキーワードのいずれかを指定します。詳細について
は、「QoSポリシーアクションの付加および消去」の項を参照してください。
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DSCP ポートマーキングの設定
指定した入力ポリシーマップで定義されているトラフィックの各クラスについて、DSCP値を設
定できます。

デバイスのデフォルトの動作では、DSCP値は保存（つまり、DSCPは信頼）されます。ポート
を非信頼にするには、DSCP値を変更します。 QoSポリシーを設定して、指定したインターフェ
イスにそのポリシーを付加しない限り、DSCP値は保存されます。

（注） •各方向について各インターフェイスに付加できるポリシータイプ qosマップは 1つだけ
です。

• DSCP値は、Cisco NX-OSデバイスのレイヤ 3ポートで信頼されています。

•デフォルトのポリシーマップポリシーを使用すると、DSCPが適切な CoS値にマップさ
れるため、キューイングは適切に動作します。

•カスタマーポリシーを使用すると、トラフィックが適切なキューに入るように、CoS値
にマップする DSCP値を手動で設定する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

qos-policy-map-nameという名前のポリシーマップを
作成するか、そのポリシーマップにアクセスし、ポ

switch(config)# policy-map [type
qos] [match-first]
{qos-policy-map-name |
qos-dynamic}

ステップ 2   

リシーマップモードを開始します。ポリシーマッ

プ名には、アルファベット、ハイフン、またはアン

ダースコア文字を含めることができます。ポリシー

マップ名は大文字と小文字が区別され、最大 40文
字まで設定できます。

class-map-nameへの参照を作成し、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

switch(config-pmap-qos)# class
[type qos] {class-map-name |
qos-dynamic | class-default}

ステップ 3   

す。 insert-beforeを使用して事前挿入するクラスを
[insert-before
before-class-map-name] 指定しない限り、ポリシーマップの末尾にクラスが

追加されます。ポリシーマップ内のクラスと現在

一致していないトラフィックをすべて選択するに

は、class-defaultキーワードを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

DSCP値を dscp-valueに設定します。有効な値を表
2：標準の DSCP値, （4ページ）に示します。

switch(config-pmap-c-qos)# set
dscp dscp-value

ステップ 4   

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。

switch(config-pmap-c-qos)# exitステップ 5   

class-map-nameへの参照を作成し、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

switch(config-pmap-qos)# class
[type qos] {class-map-name |
qos-dynamic | class-default}

ステップ 6   

す。 insert-beforeを使用して事前挿入するクラスを
[insert-before
before-class-map-name] 指定しない限り、ポリシーマップの末尾にクラスが

追加されます。ポリシーマップ内のクラスと現在

一致していないトラフィックをすべて選択するに

は、class-defaultキーワードを使用します。

DSCP値を dscp-valueに設定します。有効な値を表
2：標準の DSCP値, （4ページ）に示します。

switch(config-pmap-c-qos)# set
dscp dscp-value

ステップ 7   

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。

switch(config-pmap-c-qos)# exitステップ 8   

class-map-nameへの参照を作成し、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

switch(config-pmap-qos)# class
[type qos] {class-map-name |
qos-dynamic | class-default}

ステップ 9   

す。 insert-beforeを使用して事前挿入するクラスを
[insert-before
before-class-map-name] 指定しない限り、ポリシーマップの末尾にクラスが

追加されます。ポリシーマップ内のクラスと現在

一致していないトラフィックをすべて選択するに

は、class-defaultキーワードを使用します。

DSCP値を dscp-valueに設定します。有効な値を表
2：標準の DSCP値, （4ページ）に示します。

switch(config-pmap-c-qos)# set
dscp dscp-value

ステップ 10   

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。

switch(config-pmap-c-qos)# exitステップ 11   

イーサネットインターフェイスを設定するためにイ

ンターフェイスモードを開始します。

switch(config)# interface
ethernet {slot/port}

ステップ 12   

policy-map-nameをインターフェイスの入力パケット
に追加します。インターフェイスに付加できるの

switch(config-if)#service-policy
[type qos] {input | output}
{policy-map-name |
qos-dynamic} [no-stats]

ステップ 13   

は、1つの入力ポリシーおよび 1つの出力ポリシー
だけです。

次に、ポリシーマップ設定の表示方法例を示します。

switch# show policy-map policy1
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マーキングで使用するためのテーブルマップの設定

システム定義のテーブルマップを使用して、マッピング元QoSフィールドからマッピング先QoS
フィールドに、任意の変数から別の変数への値のマッピングを定義できます。システム定義の

テーブルマップの一覧については、「モジュラ QoSコマンドラインインターフェイスの使用」
を参照してください。マッピング元フィールドとマッピング先フィールドは、setコマンドおよび
policeコマンド内のテーブルマップのコンテキストによって決定されます。テーブルマップにつ
いては、「テーブルマップを使用したマーキングの設定」の項を参照してください。

システム定義のテーブルマップは設定可能ではありません。現在の値を表示するには、showtable
mapコマンドを入力します。

マッピングされないマッピング元値のマッピング先値を定義するには、defaultコマンドを使用し
ます。デフォルトでは、マッピングされない値はマッピング先値にコピーされます。そのため、

マッピング先値はマッピング元値と同じになります。defaultコマンドの ignore変数はサポートさ
れなくなりました。

この手順では、システム定義のテーブルマップのいずれか 1つだけを使用できます。システ
ム定義のテーブルマップについては、「モジュラ QoSコマンドラインインターフェイスの使
用」を参照してください。

（注）

テーブルマップを使用したマーキングの設定

システム定義のテーブルマップを使用して、setおよび policeポリシーマップクラスコマンドの
中でマーキングを実行できます。

システム定義のテーブルマップの一覧については、「モジュラ QoSコマンドラインインター
フェイスの使用」を参照してください。

（注）

マッピング元フィールドとマッピング先フィールドは、参照先のテーブルマップ内で設定された

マッピング元値とマッピング先値にマッピングするコマンドの中で指定されます。以下の表に、

これらのコマンドで使用できる QoSフィールドの一覧を示します。

表 4：QoS テーブルマップフィールド

説明QoS テーブルマップフィールド

802.1Qヘッダー内のサービスクラスフィール
ド

CoS

IPヘッダー内の DiffServコードポイントDSCP
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説明QoS テーブルマップフィールド

IPv4 ToSフィールドのビット 0～ 2IP precedence

システム内部で照合および操作できる、ローカ

ルで有効な値。指定できる範囲は0～63です。
廃棄クラス

システム定義テーブルマップを使用して、異なる値を変更することはできません。ただし、同じ

変数である場合に限り、任意の値を別の値に変更できます。policeコマンドの exceedまたはviolate
アクションに対して、setコマンドと同じ構文を使用することによって、マークダウンシステム定
義テーブルマップを使用できます。

内部ラベル QoSグループはテーブルマップを使用してはサポートされていません。（注）

policeコマンドでマークダウンを行うには、テーブルマップを使用する必要があります。（注）

policeコマンドについては、「ポリシングの設定」を参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

switch# configure terminalステップ 1   

qos-policy-map-nameという名前のポリシーマップを作
成するか、そのポリシーマップにアクセスし、ポリ

switch(config)#policy-map [type
qos] [match-first]
{qos-policy-map-name |
qos-dynamic}

ステップ 2   

シーマップモードを開始します。ポリシーマップ名

には、アルファベット、ハイフン、またはアンダース

コア文字を含めることができます。ポリシーマップ名

は大文字と小文字が区別され、最大 40文字まで設定
できます。

class-map-nameへの参照を作成し、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。

switch(config-pmap-qos)# class
[type qos] {class-map-name |
qos-dynamic | class-default}

ステップ 3   

insert-beforeを使用して事前挿入するクラスを指定し
[insert-before
before-class-map-name] ない限り、ポリシーマップの末尾にクラスが追加され

ます。ポリシーマップ内のクラスと現在一致してい

ないトラフィックをすべて選択するには、class-default
キーワードを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

参照先の table-map-name内で指定されたマッピング値
に基づいて、1番目のパケットフィールドに、2番目
のパケットフィールドの値を設定します。

switch(config-pmap-c-qos)# set
{cos | dscp | discard-class |
precedence | discard-class} {cos
| dscp | discard-class |

ステップ 4   

table-map-nameは、「モジュラ QoSコマン
ドラインインターフェイスの使用」に記載

されているいずれかの、設定されていない

システム定義のテーブルマップの名前にす

る必要があります。この手順ではユーザ定

義のテーブルの名前は使用できません。

（注）precedence | discard-class}
table-map-name

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。

switch(config-pmap-c-qos)# exitステップ 5   

次に、policy1ポリシーマップ設定の表示方法例を示します。

switch# show policy-map policy1

マーキング設定の確認
マーキングの設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

目的コマンド

すべてのテーブルマップが表示されます。show table-map

すべてのポリシーマップを表示します。show policy-map

マーキングの設定例
次に、マーキングの設定例を示します。

configure terminal
policy-map type qos untrust_dcsp
class class-default
set dscp 0

policy-map type queuing untrust_1Gport_policy
class type queuing 2q4t-in-q-default
set cos 0

policy-map type queuing untrust_10Gport_policy
class type queuing 8q2t-in-q-default
set cos 0
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マーキングの機能履歴
以下の表に、このマニュアルで取り上げる新機能および変更された機能を要約し、各機能がサポー

トされているリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、本書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。最新の警告および機能情報については、https://
tools.cisco.com/bugsearch/のBug Search Toolおよびご使用のソフトウェアリリースのリリースノー
トを参照してください。

表 5：マーキングの機能履歴

機能情報リリース機能名

入力ポリシーの set cosコマンドのサポー
ト。

5.0(3)set cosコマンド
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