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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。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーションガイド
1

https://tools.cisco.com/bugsearch/


ポリシングに関する情報
ポリシングとは、トラフィックの特定のクラスについて、そのデータレートをモニタすることで

す。データレートがユーザ設定値を超えると、ただちにパケットのマーキングまたはドロップが

発生します。ポリシングではトラフィックがバッファリングされないため、伝搬遅延への影響は

ありません。トラフィックがデータレートを超えた場合に、パケットをドロップするかパケット

内の Quality of Service（QoS）フィールドをマーキングするかを、ユーザがシステムに指示しま
す。

シングルレート、デュアルレート、およびカラー対応のポリサーを定義できます。

シングルレートポリサーは、トラフィックの認定情報レート（CIR）をモニタします。デュアル
レートポリサーは、CIRと最大情報レート（PIR）の両方をモニタします。また、システムは、
関連するバーストサイズもモニタします。指定したデータレートパラメータに応じて、適合（グ

リーン）、超過（イエロー）、違反（レッド）の 3つのカラー、つまり条件が、パケットごとに
ポリサーによって決定されます。

各条件について設定できるアクションは 1つだけです。たとえば、最大 200ミリ秒のバースト
で、256,000 bpsのデータレートに適合するように、クラス内のトラフィックをポリシングすると
します。この場合、システムは、このレートの範囲内のトラフィックに対して適合アクションを

適用し、このレートを超えるトラフィックに対して違反アクションを適用します。

カラー対応ポリサーは、トラフィックが以前にカラーによってすでにマーキングされているもの

と見なします。次に、このタイプのポリサーが実行するアクションの中で、その情報が使用され

ます。

ポリサーの詳細については、Request For Comments（RFC）2697および RFC 2698を参照してくだ
さい。

共有ポリサー
QoSでは、一致したトラフィック内のすべてのフローに対して、共有ポリサー内で指定された帯
域幅上限が累積的に適用されます。共有ポリサーによって、同一のポリサーが複数のインター

フェイスに同時に適用されます。

たとえば、VLAN 1および VLAN 3上のすべての Trivial File Transfer Protocol（TFTP）トラフィッ
クフローについて 1Mbpsを許可するように共有ポリサーを設定した場合、デバイスでは、VLAN
1および VLAN 3上で結合されるすべてのフローについて、TFTPトラフィックが 1 Mbpsに制限
されます。

共有ポリサーを設定する際の注意事項を次に示します。

•名前付き共有ポリサーを作成するには、qos shared-policerコマンドを入力します。共有ポリ
サーを作成し、その共有ポリサーを使用するポリシーを作成して、そのポリシーを複数の入

力ポートに付加した場合、デバイスでは、その付加先となっているすべての入力ポートから

の一致するトラフィックがポリシングされます。
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•共有ポリサーはポリシングコマンドの中のポリシーマップクラスで定義します。名前付き
共有ポリサーを複数の入力ポートに付加した場合、デバイスでは、その付加先となっている

すべての入力ポートからの一致するトラフィックがポリシングされます。

•共有ポリサーはモジュールごとに独立して機能します。

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。

ポリシングの前提条件
ポリシングの前提条件は、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
ポリシング設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

• F1モジュールはポリシングをサポートしません。

•ポリシングはモジュールごとに独立して実行されます。このことは、複数のモジュールにわ
たって分散しているトラフィックに適用されるQoS機能に影響を与える可能性があります。
このような QoS機能の例を次に示します。

◦ポートチャネルインターフェイスに適用されたポリサー。

◦レイヤ3インターフェイスに適用される入力ポリサー。デバイスは、入力モジュールで
出力ポリシングの決定を実行します。

◦ VLANに適用されるポリサー。

•入力と出力のどちらの方向についても、すべてのポリサーで同じモードを使用する必要があ
ります。たとえば、クラスに対してカラー対応モードが必要な場合、そのポリシー内で同じ

方向のすべてのクラスをカラー対応モードにする必要があります。
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•モジュール上の 2つの異なるポート ASICのインスタンス間のトラフィックのポリシング
レートは、M1モジュールおよび F2モジュールに対し別々に設定されます。

◦トラフィックがM1モジュール上の 2つの異なるインスタンス間にある場合、ポリシン
グレートはインスタンス間で共有されます。3番目のインスタンスとして別のインター
フェイスを追加すると、2つの既存のインスタンス間と同じポリシングレートが共有さ
れます。たとえば、5 Mbpsのポリシングレートが 2つのインスタンス間で共有され、
3番目のインスタンスにインターフェイスが追加されると、5 Mbpsのポリシングレー
トが 3つすべてのインスタンス間で共有されます。

◦トラフィックが F2モジュール上の 2つの異なるインスタンス間にある場合、ポリシン
グレートはインスタンス間で共有されません。ポリシングレートは、同じインスタン

ス上のインターフェイス間でのみ共有されます。たとえば、5 Mbpsのポリシングレー
トをあるインスタンス上のインターフェイスに設定した場合、この 5 Mbpsのポリシン
グレートは別のインスタンス上のインターフェイスとは共有されません。

•ポリサーがトラフィック分類にMAC ACLを使用する場合、ポリサーはM1モジュールおよ
び F2モジュールにより別々に適用されます（適用は、mac packet-classifyコマンドによって
異なります）。

◦ M1モジュールでは、ポリサーは、mac packet-classifyコマンドがイネーブルの場合にの
み適用されます。

◦ F2モジュール上では、ポリサーは mac packet-classifyコマンドがイネーブルかどうかに
かかわらず適用されます。

•入力ポリシングは FEXホストポートではサポートされていません。

ポリシングの設定

1 レートおよび 2 レート、2 カラーおよび 3 カラーのポリシングの設定
デバイスによって作成されるポリサーのタイプは、以下の表に示す policeコマンドの引数の組み
合わせに基づきます。

1レート 3カラーのポリシングを設定する場合は、pirと cirとでまったく同じ値を指定する必
要があります。

（注）
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表 1：police コマンドの引数

説明引数

CIR（つまり、望ましい帯域幅）を、ビット
レート、またはリンクレートの割合として指定

します。 cirは必須ですが、引数そのものは省
略可能です。値の範囲は 1～ 80000000000で
す。ポリシング値の範囲は 8000～ 80 Gbpsで
す。

cir

レートを、インターフェイスレートの割合とし

て指定します。値の範囲は 1～ 100です。
percent

cirを超過できる量を、ビットレート、または
cir時の時間量として指定します。デフォルト
は、設定されたレートで 200ミリ秒のトラ
フィックです。デフォルトのデータレートの

単位はバイトであり、ギガビット/秒（Gbps）
のレートはこのパラメータではサポートされて

いません。

bc

PIRを、PIRビットレート、またはリンクレー
トの割合として指定します。デフォルトはあり

ません。値の範囲は 1～ 80000000000です。ポ
リシング値の範囲は 8000～ 80 Gbpsです。割
合値の範囲は 1～ 100%です。

pir

pirを超過できる量を、ビットレート、または
pir時の時間量として指定します。 bc値を指定
しない場合のデフォルトは、設定されたレート

で200ミリ秒のトラフィックです。デフォルト
のデータレートの単位はバイトであり、ギガ

ビット/秒（Gbps）のレートはこのパラメータ
ではサポートされていません。

pirの値は、デバイスによってこの引
数が表示される前に指定する必要が

あります。

（注）

be

トラフィックのデータレートが制限内に収まっ

ている場合に実行される単一のアクション。基

本的なアクションは transmitまたは以下の表
（Conformに対するポリサーアクション）に一
覧が示された setコマンドのいずれかです。デ
フォルトは transmitです。

conform
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説明引数

トラフィックのデータレートが超過した場合に

実行される単一のアクション。基本的なアク

ションは、廃棄またはマークダウンです。デ

フォルトは dropです。

exceed

トラフィックのデータレートが設定済みのレー

ト値に違反した場合に実行される単一のアク

ション。基本的なアクションは、廃棄または

マークダウンです。デフォルトは dropです。

violate

カラー対応のpoliceコマンドの引数の詳細については、「カラー対応ポリシングの設定」の項
を参照してください。

（注）

上記の表に示した引数はすべて省略可能ですが、cirの値は指定する必要があります。ここでは、
cirはその値の内容を示しており、必ずしもキーワードそのものを示しているわけではありませ
ん。これらの引数組み合わせと、その結果得られるポリサーのタイプおよびアクションを次の表

に示します。

表 2：police の引数の有無から得られるポリサーのタイプおよびアクション

ポリサーのアクションポリサーのタイプpolice の引数の有無

≤ cirの場合は conform、それ以
外の場合は violate

1レート、2カラーcir（ただし pir、be、または
violateはなし）

≤ cirの場合は conform、≤ pir
の場合はexceed、それ以外の場
合は violate

cirと pirに同一の値
を指定する必要があ

ります。

（注）

1レート、3カラーcirおよび pir

≤ cirの場合は conform、≤ pir
の場合はexceed、それ以外の場
合は violate

2レート、3カラーcirおよび pir

指定できるポリサーアクションについては、次の 2つの表で説明します。
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表 3：Exceed または Violate に対するポリサーアクション

説明Action

パケットをドロップします。このアクション

は、パケットがパラメータを超過した場合また

はパラメータに違反した場合にだけ使用できま

す。

drop

テーブルマップから指定したフィールドを設定

して、パケットを送信します。システム定義ま

たはデフォルトのテーブルマップの詳細につい

ては、「マーキングの設定」を参照してくださ

い。このアクションは、パケットがパラメータ

を超過した場合（cir-markdown-mapを使用）ま
たはパラメータに違反した場合

（pir-markdown-mapを使用）にのみ、使用でき
ます。

set dscp dscp table {cir-markdown-map |
pir-markdown-map}

表 4：conform に対するポリサーアクション

説明Action

パケットを送信します。このアクションは、パ

ケットがパラメータに適合している場合にだけ

使用できます。

transmit

IP precedenceフィールドを指定した値に設定し
て、パケットを送信します。このアクション

は、パケットがパラメータに適合している場合

にだけ使用できます。

set-prec-transmit

Diffservコードポイント（DSCP）フィールド
を、指定した値に設定して、パケットを送信し

ます。このアクションは、パケットがパラメー

タに適合している場合にだけ使用できます。

set-dscp-transmit

サービスクラス（CoS）フィールドを、指定し
た値に設定して、パケットを送信します。この

アクションは、パケットがパラメータに適合し

ている場合にだけ使用できます。

set-cos-transmit
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説明Action

QoSグループ内部ラベルを指定した値に設定し
て、パケットを送信します。このアクション

は、入力ポリシーでだけ使用でき、パケットが

パラメータに適合している場合にだけ使用でき

ます。

set-qos-transmit

廃棄クラス内部ラベルを指定した値に設定し

て、パケットを送信します。このアクション

は、入力ポリシーでだけ使用でき、パケットが

パラメータに適合している場合にだけ使用でき

ます。

set-discard-class-transmit

ポリサーは、指定したパラメータに対して超過または違反となっているパケットだけをドロッ

プまたはマークダウンできます。マーキングダウンパケットについては、「マーキングの設

定」を参照してください。

（注）

以下の表に、policeコマンドで使用されるデータレートを示します。

表 5：police コマンドのデータレート

説明レート

ビット/秒（デフォルト）bps

1,000ビット/秒kbps

1,000,000ビット/秒mbps

1,000,000,000ビット/秒gbps

以下の表に、policeコマンドで使用されるバーストサイズを示します。

表 6：police コマンドのバーストサイズ

説明速度

bytesbytes

1,000バイトkbytes

1,000,000バイトmbytes
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説明速度

millisecondsms

microsecondsus

1レート 3カラーのポリシングを設定する場合は、pirと cirとでまったく同じ値を指定する必
要があります。

（注）

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

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

ステップ 2   

し、ポ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

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

ステップ 3   

します。 insert-beforeを使用して事前挿入するク
ラスを指定しない限り、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。

cirをビット数で、またはリンクレートの割合とし
てポリシングします。データレートが ≤ cirなら

switch(config-pmap-c-qos)# police
[cir] {committed-rate [data-rate] |
percent cir-link-percent} [bc

ステップ 4   

ば、conformアクションが実行されます。 beおよ
committed-burst-rate [link-speed]]

び pirを指定しない場合は、他のすべてのトラ[pir] {peak-rate [data-rate] | percent
フィックでviolateアクションが実行されます。becir-link-percent} [be peak-burst-rate
または violateを指定した場合は、データレート ≤[link-speed]] {conform {transmit |
pirならば exceedアクションが実行され、それ以set-prec-transmit |
外ならばviolateアクションが実行されます。アクset-dscp-transmit | set-cos-transmit

| set-qos-transmit | ション、データレート、リンク速度については、

上記の表を参照してください。set-discard-class-transmit} [exceed
{drop | set dscp dscp table
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目的コマンドまたはアクション

cirとpirに同一の値を指定する必要があ
ります。

（注）{cir-markdown-map}} [violate {drop
| set dscp dscp table
{pir-markdown-map}}]]}

ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

モードを終了し、ポリシーマップモードを開始し

ます。

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

ポリシーマップモードを終了し、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(config-pmap-qos)# exitステップ 6   

（任意）

設定済みのすべてのタイプqosのポリシーマップ、
または選択したタイプ qosのポリシーマップにつ
いて情報を表示します。

switch(config)# show policy-map
[type qos] [policy-map-name |
qos-dynamic]

ステップ 7   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

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

カラー対応ポリシングの設定

カラー対応ポリシングでは、トラフィッククラス内の QoS DSCPフィールドが、ユーザがポリ
サーで使用できる値によって以前にマーキングされているものと見なされます。この機能によ

り、ネットワーク内のあるノードでトラフィックをマーキングしたあと、後続のノードでそのマー

キングに基づいてアクションを実行できるようになります。

policeコマンドの詳細については、「1レートおよび 2レート、2カラーおよび 3カラーのポリシ
ングの設定」の項を参照してください。

policeコマンドの 4つのクラスマップ conform-colorまたは exceed-colorのうち 1つまたは複数を
使用して、カラー対応ポリシングを実行できます。これらのキーワードでは、パケットの分類に

使用されるクラスマップ名が必要です。ユーザがクラスマップ内で指定した一致基準に基づい

て、トラフィックはこれら2つのクラスのいずれかに分類されるか、一致がない場合はclass-default
に分類されます。次に、ポリサーによって次のアクションが実行されます。

• conform-colorクラスに属するパケットは、policeコマンドの cirおよび pir引数を使用して
ポリシングされます。

• exceed-colorクラスに属するパケットは、policeコマンドの pir引数に対してだけポリシング
されます。 pirを指定しない場合は、cirの値が使用されます。
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• conform-colorクラスにも exceed-colorクラスにも一致しなかったために最終的に class-default
に分類されたパケットには、ただちに違反アクションが実行されます。

RFC 2697および RFC 2698の規定により、すべてのパケットに必ずカラーを割り当てなければな
らないため、class-default以外のカラーを違反アクションに割り当てることはできません。

カラー対応ポリシングの DSCP値に、指定した値を設定できます。有効な DSCP値の一覧を以下
の表に示します。

表 7：カラー対応ポリシングの有効な 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 14af13

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

AF40 dscp（011100）：10進値 28af32

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
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DSCP 値のリスト値

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

カラー対応ポリシングを適用すると、デバイス内のすべての一致するパケットが、カラー対応ポ

リサーの指定に従ってポリシングされます。

カラー対応ポリシングを設定するには以下を行います。

1 クラスマップを作成します。クラスマップの設定については、「分類の設定」を参照してく

ださい。

2 ポリシーマップを作成します。ポリシーマップについては、この章と「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。

3 ここで説明する方法を使用して、カラー対応クラスマップを設定します。

4 サービスポリシーをインターフェイスに適用します。インターフェイスへのポリシーの付加

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。

共有ポリサーで指定したレートは、サービスポリシーを適用したインターフェイスの数だけ

共有されます。共有ポリサーで指定するような独自の専用レートを各インターフェイスが指

定することはありません。

（注）

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   

カラー対応クラスマップにアクセスし、カラー

マップモードを開始します。このコマンドを入力

すると、次のメッセージが返されます。

Warning: Configuring match for any DSCP values

switch(config)# class-map
{conform-color-in |
conform-color-out | exceed-color-in
| exceed-color-out}

ステップ 2   

in this class-map will make
ALL policers in the system color-aware for those
DSCP values.
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目的コマンドまたはアクション

カラー対応ポリサーに対して照合する DSCP値を
指定します。有効な値の一覧については、上記の

表を参照してください。

switch(config-color-map)#match
dscp dscp-value

ステップ 3   

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、

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

ステップ 4   

ポ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

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

ステップ 5   

ます。 insert-beforeを使用して事前挿入するクラ
スを指定しない限り、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。

cirをビット数で、またはリンクレートの割合とし
てポリシングします。データレートが ≤ cirなら

switch(config-pmap-c-qos)# police
[cir] {committed-rate [data-rate] |
percent cir-link-percent} [bc

ステップ 6   

ば、conformアクションが実行されます。 beおよ
committed-burst-rate [link-speed]]

び pirを指定しない場合は、他のすべてのトラ[pir] {peak-rate [data-rate] | percent
フィックで violateアクションが実行されます。becir-link-percent} [be peak-burst-rate
または violateを指定した場合は、データレート ≤[link-speed]] {conform {transmit |
pirならば exceedアクションが実行され、それ以set-prec-transmit |
外ならば violateアクションが実行されます。アクset-dscp-transmit | set-cos-transmit

| set-qos-transmit | ション、データレート、リンク速度については、
set-discard-class-transmit} [exceed 上記の 1レートおよび 2レート、2カラーおよび 3
{drop | set dscp dscp table

カラーのポリシングの設定, （4ページ）を参照
してください。

{cir-markdown-map}} [violate {drop
| set dscp dscp table
{pir-markdown-map}}]]}

カラーマップモードを終了し、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(config-color-map)# exitステップ 7   

（任意）

設定済みのすべてのタイプqosのポリシーマップ、
または選択したタイプ qosのポリシーマップにつ
いて情報を表示します。

switch(config)# show policy-map
[type qos] [policy-map-name |
qos-dynamic]

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 9   

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

入力および出力ポリシングの設定

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
ポリシ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。インターフェ
イスに対する QoSポリシーアクションの付加および消去については、「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。

マークダウンポリシングの設定

マークダウンポリシングとは、ポリシングされたデータレートに対してトラフィックが超過また

は違反している場合にパケット内の QoSフィールドを設定することです。 1レートおよび 2レー
ト、2カラーおよび 3カラーのポリシングの設定, （4ページ）に示すポリシングアクションに
対して setコマンドを使用することで、マークダウンポリシングを設定できます。

ここで紹介する例では、テーブルマップを使用してマークダウンを実行する方法を示していま

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、

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

ステップ 2   

ポ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。
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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

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

ステップ 3   

ます。 insert-beforeを使用して事前挿入するクラ
スを指定しない限り、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。

cirをビット数で、またはリンクレートの割合とし
てポリシングします。データレートが ≤ cirなら

switch(config-pmap-c-qos)# police
[cir] {committed-rate [data-rate] |
percent cir-link-percent} [bc

ステップ 4   

ば、conformアクションが実行されます。 beおよ
committed-burst-rate [link-speed]]

び pirを指定しない場合は、他のすべてのトラ[pir] {peak-rate [data-rate] | percent
フィックでviolateアクションが実行されます。becir-link-percent} [be peak-burst-rate
または violateを指定した場合は、データレート ≤[link-speed]] {conform {transmit |
pirならば exceedアクションが実行され、それ以set-prec-transmit |
外ならばviolateアクションが実行されます。アクset-dscp-transmit | set-cos-transmit

| set-qos-transmit | ション、データレート、リンク速度については、
set-discard-class-transmit} [exceed 上記の 1レートおよび 2レート、2カラーおよび 3
{drop | set dscp dscp table

カラーのポリシングの設定, （4ページ）を参照
してください。

{cir-markdown-map}} [violate {drop
| set dscp dscp table
{pir-markdown-map}}]]}

ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

モードを終了し、ポリシーマップモードを開始し

ます。

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

ポリシーマップモードを終了し、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(config-pmap-qos)# exitステップ 6   

（任意）

設定済みのすべてのタイプqosのポリシーマップ、
または選択したタイプ qosのポリシーマップにつ
いて情報を表示します。

switch(config)# show policy-map
[type qos] [policy-map-name |
qos-dynamic]

ステップ 7   

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 8   

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
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共有ポリサーの設定

共有ポリサー機能を使用すると、同じポリシングパラメータを複数のインターフェイスに同時に

適用できます。共有ポリサーを作成するには、ポリサーに名前を割り当て、指定したインター

フェイスに付加したポリシーマップにそのポリサーを適用します。シスコの他のマニュアルで

は、共有ポリサーは名前付き集約ポリサーとも呼ばれています。

共有ポリサーを設定したら、共有ポリサー名を使用して共有ポリシングのタイプを設定できま

す。これについては、「1レートおよび 2レート、2カラーおよび 3カラーのポリシングの設
定」の項、「カラー対応ポリシングの設定」の項、「入力および出力ポリシングの設定」の

項、および「マークダウンポリシングの設定」の項で説明されています。

（注）

共有ポリシングを設定するには以下を行います。

1 ここで説明する方法を使用して、共有ポリサーを設定します。

2 クラスマップを作成します。クラスマップの設定については、「分類の設定」を参照してく

ださい。

3 ポリシーマップを作成します。ポリシーマップについては、この章と「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。

4 ここで説明する方法を使用して、ポリシーマップから共有ポリサーを参照します。

5 サービスポリシーをインターフェイスに適用します。インターフェイスへのポリシーの付加

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。

共有ポリサーで指定したレートは、サービスポリシーを適用したインターフェイスの数だけ

共有されます。共有ポリサーで指定するような独自の専用レートを各インターフェイスが指

定することはありません。

（注）

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   

共有ポリサーを作成するか、共有ポリサーにアクセ

スします。共有ポリサー名には、アルファベット、

switch(config)# qos shared-policer
[type qos] shared-policer-name
[cir] {committed-rate [data-rate] |

ステップ 2   

ハイフン、またはアンダースコア文字を含めること
percent cir-link-percent} [bc

ができます。共有ポリサー名は大文字と小文字が区committed-burst-rate [link-speed]]
別され、最大 40文字まで設定できます。 cirをビッ[pir] {peak-rate [data-rate] |
ト数で、またはリンクレートの割合としてポリシンpercent cir-link-percent} [be
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目的コマンドまたはアクション

peak-burst-rate [link-speed]]
{{conform conform-action [exceed

グします。データレートが ≤ cirならば、conform
アクションが実行されます。 beおよび pirを指定し

{drop | set dscp dscp table ない場合は、他のすべてのトラフィックでviolateア
cir-markdown-map} [violate {drop クションが実行されます。 beまたは violateを指定
| set dscp dscp table
pir-markdown-map}]]}} した場合は、データレート ≤ pirならば exceedアク

ションが実行され、それ以外ならばviolateアクショ
ンが実行されます。アクション、データレート、

リンク速度については、上記の 1レートおよび 2
レート、2カラーおよび 3カラーのポリシングの設
定, （4ページ）を参照してください。

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 3   

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 4   

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。

ポリシーマップ内で shared-policer-nameへの参照を
作成します。

switch(config-pmap-c-qos)# police
aggregate shared-policer-name

ステップ 5   

ポリシーマップクラスコンフィギュレーション

モードを終了し、ポリシーマップモードを開始し

ます。

switch(config-pmap-c-qos)# exitステップ 6   

ポリシーマップモードを終了し、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(config-pmap-qos)# exitステップ 7   

（任意）

設定済みのすべてのタイプ qosのポリシーマップ、
または選択したタイプ qosのポリシーマップについ
て情報を表示します。

switch(config)# show policy-map
[type qos] [policy-map-name |
qos-dynamic]

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

実行中の設定をスタートアップコンフィギュレー

ションに保存します。

switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 9   

次に、test1共有ポリサー設定を表示する例を示します。

switch# show qos shared-policer test1

ポリシング設定の確認
ポリシ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。

ポリシーマップおよびポリシングについての情

報を表示します。

show policy-map

すべての共有ポリシングについての情報を表示

します。

show qos shared-policer [type qos] [policer-name]

ポリシングの設定例
次に、1レート、2カラーのポリサーにポリシングを設定する方法の例を示します。

configure terminal
policy-map policy1
class one_rate_2_color_policer
police cir 256000 conform transmit violate drop

次に、DSCPマークダウンを使用して 1レート、2カラーのポリサーにポリシングを設定する方法
の例を示します。

configure terminal
policy-map policy2
class one_rate_2_color_policer_with_dscp_markdown
police cir 256000 conform transmit violate drop

次に、1レート、3カラーのポリサーにポリシングを設定する方法の例を示します。

configure terminal
policy-map policy3
class one_rate_3_color_policer
police cir 256000 pir 256000 conform transmit exceed set dscp dscp table

cir-markdown-map violate drop

次に、2レート、3カラーのポリサーにポリシングを設定する方法の例を示します。

configure terminal
policy-map policy4
class two_rate_3_color_policer
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police cir 256000 pir 256000 conform transmit exceed set dscp dscp table
cir-markdown-map violate drop

次に、指定の DSCP値のカラー対応ポリサーにポリシングを設定する方法の例を示します。

configure terminal
class-map conform-color-in
match dscp 0-10

policy-map policy5
class one_rate_2_color_policer
police cir 256000 conform transmit violate drop

次に、共有ポリサーにポリシングを設定する方法の例を示します。

configure terminal
qos shared-policer type qos udp_10mbps cir 10 mbps pir 20 mbps conform transmit exceed
set dscp dscp table cir-markdown-map violate drop
policy-map type qos udp_policy
class type qos udp_qos
police aggregate udp_10mbps

ポリシングの機能履歴
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 8：ポリシングの機能履歴

機能情報リリース機能名

——5.1(1)リリース4.1(2)からの変更
はなし

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーションガイド
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   Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS Quality of Service コンフィギュレーションガイド
20

ポリシングの設定

ポリシングの機能履歴


	ポリシングの設定
	機能情報の確認
	ポリシングに関する情報
	共有ポリサー
	ライセンスの要件
	ポリシングの前提条件
	注意事項と制約事項
	ポリシングの設定
	1 レートおよび 2 レート、2 カラーおよび 3 カラーのポリシングの設定
	カラー対応ポリシングの設定
	入力および出力ポリシングの設定
	マークダウン ポリシングの設定
	共有ポリサーの設定

	ポリシング設定の確認
	ポリシングの設定例
	ポリシングの機能履歴


