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章

概要
この章の内容は、次のとおりです。
• QoS について, 1 ページ
• トラフィックの分類とマーキング, 2 ページ
• QoS コマンド, 2 ページ
• デフォルトの QoS 動作, 3 ページ
• サポートされている RFC, 3 ページ
• QoS 機能のハイ アベイラビリティの要件, 4 ページ
• 一般によく使用される DSCP 値, 4 ページ
• IP precedence 値, 5 ページ

QoS について
Quality of Service（QoS）を使用して、ネットワークを経由するトラフィックの最も望ましいフロー
を実現できます。QoS を使用すると、ネットワーク トラフィックの分類、トラフィック フローの
ポリシングと優先順位付け、および輻輳回避が可能になります。トラフィックは、ユーザが指定
した分類方法とユーザが設定した QoS ポリシーに基づいて処理されます。
次の手順に従って、QoS ポリシーを実装できます。
1 class-map コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義します。詳細については、QoS 分
類の設定, （7 ページ）を参照してください。
2 policy-map コマンドを使用して、トラフィック クラスを作成します。トラフィック ポリシー
では、QoS を改善するために、特定のトラフィックに対してどのような処置を行うかを定義し
ます。詳細については、QoS マーキング ポリシーの設定, （25 ページ）を参照してください。
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トラフィックの分類とマーキング

3 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またはポート
プロファイルに付加します。詳細については、入力ポリシーと出力ポリシーの作成, （36 ペー
ジ）を参照してください。
4 トラフィックをポリシングします。詳細については、QoS ポリシングの設定, （41 ページ）を
参照してください。

トラフィックの分類とマーキング
QoS は、ネットワーク トラフィックを分類し、QoS ラベルを使用または割り当ててプライオリ
ティを与え、設定されたリソース使用量にパケットを制限し（トラフィックをポリシングおよび
マーキングします）、リソースのコンテンションが存在する場所に輻輳回避を提供します。次の
表に、これらのプロセスについて説明します。
QoS 方式

説明

コマンド

メカニズム

トラフィックの分類 定義された基準に基づいて match
ネットワーク トラフィック
をグループ化します。

クラス マップ

トラフィック マー
キング

ポリシー マップ

クラスを照合することでト set
ラフィック属性を変更しま
す。

QoS コマンド
QoS コンフィギュレーション コマンドを次の表に示します。
コマンド

設定

説明

class-map

グローバル コンフィギュ
レーション

トラフィックのクラスを表すク
ラス マップを定義します。

table-map

グローバル コンフィギュ
レーション

あるフィールド値のセットから
別のフィールド値のセットへの
マッピングを表すテーブルマッ
プを定義します。テーブルマッ
プはポリシーマップから参照で
きます。
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デフォルトの QoS 動作

コマンド

設定

説明

policy-map

グローバル コンフィギュ
レーション

クラスマップのセットに適用す
るポリシーのセットを表すポリ
シーマップを定義します。ポリ
シー マップからテーブル マッ
プを参照できます。

match

クラス マップ QoS コンフィ クラスマップの基準を定義しま
ギュレーション
す。

set

ポリシー マップ QoS コン
フィギュレーション

パケットに対して実行するアク
ションを定義します。

service-policy

インターフェイスまたは
ポート プロファイル コン
フィギュレーション

指定したポリシーマップを、次
のように設定されたインター
フェイス上の入力または出力パ
ケットに適用します。
• ポートプロファイルから継
承
• ポート チャネル
• イーサネット
• vEthernet

ポリシー マップ クラス QoS データトラフィックをモニタす
コンフィギュレーション
るレートを定義します。

police

デフォルトの QoS 動作
QoS にはデフォルトの動作がありません。トラフィックのポリシングと優先順位付けは、ポリシー
マップをインターフェイスに適用した場合にのみ実装されます。ACL を使用して QoS を設定する
場合は、パケットが次のように処理されることに注意してください。
• QoS の入力処理は、ACL の処理の後に行われます。
• QoS の出力処理は、ACL の出力処理の前に行われます。

サポートされている RFC
次の表に、QoS でサポートされている RFC を示します。
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QoS 機能のハイ アベイラビリティの要件

番号

タイトル

RFC 2475

『Architecture for Differentiated Services（差別化サービスのアーキテク
チャ）』

RFC 2697

『A Single Rate Three Color Marker』

RFC 2698

『A Dual Rate Three Color Marker（デュアルレート 3 カラー マー
カー）』

RFC 3289

『Management Information Base for the Differentiated Services Architecture
（差別化サービス アーキテクチャの管理情報ベース）』

RFC 3550

『RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications（RTP: リアル タ
イム アプリケーションのためのトランスポート プロトコル）』

QoS 機能のハイ アベイラビリティの要件
QoS は、ソフトウェアの再起動後に以前の状態を回復し、状態を失うことなく、アクティブ スー
パーバイザからスタンバイ スーパーバイザに切り替えることができます。

一般によく使用される DSCP 値
着信パケットと発信パケットの両方にマーキングできます。次の一般的に使用される DSCP 値は
RFC 2475 に記載されています。
DSCP 値

10 進値

意味

廃棄確率

101 110

46

プライオリティ 該当なし
の高い Expedited
Forwarding
（EF）

101：重大

000 000

0

ベストエフォー 該当なし
ト

000：ルーチン

001 010

10

AF11

低

001：プライオリティ

001 100

12

AF12

中

001：プライオリティ

001 110

14

AF13

高

001：プライオリティ
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概要
IP precedence 値

DSCP 値

10 進値

意味

廃棄確率

同等の IP precedence
値

010 010

18

AF21

低

010：即時

010 100

20

AF22

中

010：即時

010 110

22

AF23

高

010：即時

011 010

26

AF31

低

011：フラッシュ

011 100

28

AF32

中

011：フラッシュ

011 119

30

AF33

高

011：フラッシュ

100 010

34

AF41

低

100：フラッシュ オー
バーライド

100 100

36

AF42

中

100：フラッシュ オー
バーライド

100 110

38

AF43

高

100：フラッシュ オー
バーライド

001 000

8

CS1

1

010 000

16

CS2

2

011 000

24

CS3

3

100 000

32

CS4

4

101 000

40

CS5

5

110 000

48

CS6

6

111 000

56

CS7

7

000 000

0

デフォルト

101 110

46

EF

IP precedence 値
次の表に、IP precedence 値を重要度が低いものから順に示します。
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IP precedence 値

値

説明

000 (0)

ルーチンまたはベスト エフォート

001 (1)

プライオリティ

010 (2)

即時

011 (3)

フラッシュ（主に音声シグナリングまたはビデオに使用）

100 (4)

フラッシュ オーバーライド

101 (5)

クリティカル（主に音声 RTP に使用）

110 (6)

インターネット

111 (7)

ネットワーク
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章

QoS 分類の設定
この章の内容は、次のとおりです。
• トラフィック クラスについて, 8 ページ
• マッピング クラスの基準, 9 ページ
• 分類の前提条件, 10 ページ
• QoS 分類の注意事項と制約事項, 10 ページ
• トラフィックの分類, 10 ページ
• 分類設定の確認, 22 ページ
• QoS 分類の設定例, 23 ページ
• QoS 分類の機能履歴, 23 ページ
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QoS 分類の設定
トラフィック クラスについて

トラフィック クラスについて
トラフィック クラスは、トラフィックの類似性に基づいてグループ化されるトラフィック（パ
ケット）のカテゴリで、クラスマップと呼ばれます。ネットワークトラフィックを分類すること
により、ネットワーク内で Quality Of Service（QoS）ストラテジをイネーブルにできます。
図 1：ネットワーク トラフィックの分類基準

ネットワークトラフィックを識別し、トラフィッククラスにカテゴリ化（つまり、パケットを分
類）すると、ネットワーク トラフィックを異なるカテゴリに分けられるため、さまざまなトラ
フィックのタイプを扱うことが可能になります。
ネットワーク トラフィックを分類することにより、トラフィックの種類を判別し、特定のタイプ
のトラフィックを他のトラフィックとは異なる方法で扱うことができます。ネットワーク トラ
フィックを識別し、整理することにより、トラフィックのタイプごとに最適なパフォーマンスが
得られるようにネットワーク リソースを割り当てることができます。
特定の IP precedence を持つネットワーク トラフィックを 1 つのトラフィック クラスに分類し、同
時に、特定の DiffServ コード ポイント（DSCP）値を持つトラフィックを別のトラフィック クラ
スに分類できます。各トラフィック クラスで異なる QoS クラスを指定できます。これは、後述の
ポリシー マップで設定します。
IP precedence やサービス クラス（CoS）などの基準に基づいて、各トラフィック クラスをクラス
マップ内で定義します。トラフィック クラスのマッピングに対して指定可能な基準を使用でき、
次のようにトラフィックを基準と照合できます。
• すべて一致
• 1 つと一致または一致しない
• 複数と一致または一致しない
• 別のクラス マップと一致または一致しない
トラフィック クラス マップ内で使用される基準のいくつかは、トラフィックの 1 方向（入力また
は出力）にだけ関係します。たとえば、内部ラベル QoS グループは、入力トラフィックに対して
は意味を持ちません。これは、まだ値が割り当てられていないからです。
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マッピング クラスの基準

QoS ポリシー マップ内でどのトラフィック クラスにも一致しないトラフィックは、class-default
と呼ばれるデフォルトのトラフィック クラスに割り当てられます。QoS ポリシー マップ内で
class-default を参照することで、この一致しないトラフィックを選択できます。

マッピング クラスの基準
次の表に、マッピング トラフィック クラスに使用できる基準を示します。
クラス基準

説明

CoS

IEEE 802.1Q ヘッダー内のサービス クラス（CoS）フィールド。

IP precedence

IP ヘッダーのタイプ オブ サービス（ToS）バイト内部の優先順
位値。
詳細については、IP precedence 値, （5 ページ）を参照してく
ださい。

Diffserv コード ポイント
（DSCP）

IP ヘッダーの DIffServ フィールド内部の DSCP 値。標準の DSCP
値については、一般によく使用される DSCP 値, （4 ページ）
を参照してください。

QoS グループ

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。有効な範囲は 0 ～ 126 です。

廃棄クラス

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。
範囲は 0 ～ 63 です。

ACL

IP アクセス コントロール リスト（ACL）またはメディア アク
セス コントロール（MAC）ACL 名。
クラスを match-all に設定し、一致基準を ACL にした場合、パ
ケット長以外の他の一致基準は指定できません。
クラスを match-any に設定し、一致基準を ACL にした場合、
ACL と他のすべての一致基準を照合できます。

パケット長

レイヤ 3 パケット長のサイズ範囲

IP RTP

Real-time Transport Protocol（RTP）を使用しているアプリケー
ションを、UDP ポート番号範囲によって識別します。

クラス マップ

名前付きクラス マップ オブジェクト内で指定された基準。
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分類の前提条件
EXEC モードで CLI にログインしていること。

QoS 分類の注意事項と制約事項
• クラス マップ内で指定できる一致基準の数は最大 32 個です。
• ポリサーが設定されていない場合、1 つのポリシー マップで使用するために設定できるクラ
スの数は最大 64 個です。

（注）

トンネリング プロトコルもまた IP でない限り、トンネル型 IP パケットは照合されません。ま
た、照合は外側の IP ヘッダーに適用され、カプセル化された IP ヘッダーには適用されませ
ん。

トラフィックの分類
ACL トラフィックの分類
既存のアクセス コントロール リスト（ACL）に基づいてパケットを照合することによって、トラ
フィックを分類できます。

はじめる前に
• QoS では ACL の許可-拒否機能は使用されません。permit および deny ACL キーワードは照
合時に無視されます。
• QoS では、このコマンドの not 形式はサポートされていません。
• クラスを match-all に設定し、一致基準を ACL にした場合、パケット長以外の他の一致基準
は指定できません。
• クラスを match-any に設定し、一致基準を ACL にした場合、ACL と他のすべての一致基準も
照合できます。
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# class-map
[type qos] [match-any |
match-all] class_map_name

指定したクラス マップに対してクラス マップ QoS コ
ンフィギュレーション モードを開始し、実行コンフィ
ギュレーションでそのマップ名を設定および保存しま
す。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列
であり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア
（_）文字を含めることができます。マップ名はクラス
マップおよびポリシーマップ全体で一意である必要が
あります。たとえば、HR_Map という同じ名前をクラ
スマップとポリシーマップに設定することはできませ
ん。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match access-group
nameac1-name

実行コンフィギュレーションで、このクラスに対して
照合するアクセス グループを設定し、保存します。
（注）

permit および deny キーワードは ACL の照合
時に無視されます。
このコマンドの not 形式はサポートされてい
ません。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)#
show
class-mapclass_map_name

クラス マップ設定を表示します。

ステップ 5

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

（任意）
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを
保存し、スタートアップ コンフィギュレーションにコ
ピーして再起動します。

次の例に、ACL トラフィックを分類する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map class_acl
switch(config-cmap-qos)# match access-group name my_acl
switch(config-cmap-qos)# show class-map class_acl
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class_acl
match access-group name my_acl
switch(config-cmap-qos)# copy running-config startup-config
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DSCP トラフィックの分類
IP ヘッダーの DiffServ フィールドの DSCP 値に基づいてトラフィックを分類できます。標準の
DSCP 値については、一般によく使用される DSCP 値, （4 ページ）およびIP precedence 値, （
5 ページ）を参照してください。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# class-map 指定したクラス マップに対してクラス マップ QoS コン
[type qos] [match-any |
フィギュレーション モードを開始し、実行コンフィギュ
match-all] class_map_name レーションでそのマップ名を設定および保存します。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列で
あり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）
文字を含めることができます。マップ名はクラスマップ
およびポリシーマップ全体で一意である必要がありま
す。たとえば、HR_Map という同じ名前をクラスマップ
とポリシーマップに設定することはできません。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not] dscpdscp_list

dscp-values に基づいてパケットを照合することによっ
て、トラフィック クラスを設定します。標準の DSCP 値
については、一般によく使用される DSCP 値, （4 ペー
ジ）およびIP precedence 値, （5 ページ）を参照してく
ださい。
指定した範囲に一致しない値について照合するには、not
キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)#
show
class-mapclass_map_name

クラス マップ設定を表示します。

ステップ 5

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

（任意）
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保
存し、スタートアップ コンフィギュレーションにコピー
して再起動します。

次の例に、DSCP トラフィックを分類する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map class_dscp
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switch(config-cmap-qos)# match dscp af21 af32
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class_dscp
match dscp 18,28
switch(config-cmap-qos)# show class-map class_dscp
switch(config-cmap-qos)# copy running-config startup-config

IP precedence 分類の設定
IP ヘッダーの ToS バイト フィールドの優先順位値に基づいてトラフィックを分類できます。優先
順位値は、一般によく使用される DSCP 値, （4 ページ）およびIP precedence 値, （5 ページ）
の表にあります。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# class-map 指定したクラス マップに対してクラス マップ QoS コン
[type qos] [match-any |
フィギュレーション モードを開始し、実行コンフィギュ
match-all] class_map_name レーションでそのマップ名を設定および保存します。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列で
あり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文字
を含めることができます。マップ名はクラスマップおよ
びポリシーマップ全体で一意である必要があります。た
とえば、HR_Map という同じ名前をクラスマップとポリ
シーマップに設定することはできません。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not]
precedencevalues

次の表に示されている precedence-values に基づいてパケッ
トを照合することによって、トラフィック クラスを設定
します。
値

説明

000 (0)

ルーチンまたはベスト エフォート

001 (1)

プライオリティ

010 (2)

即時

011 (3)

フラッシュ（主に音声シグナリングまた
はビデオに使用）
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
値

説明

100 (4)

フラッシュ オーバーライド

101 (5)

クリティカル（主に音声 RTP に使用）

110 (6)

インターネット

111 (7)

ネットワーク

指定した範囲に一致しない値について照合するには、not
キーワードを使用します。
ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# クラス マップ設定を表示します。
show
class-mapclass_map_name

ステップ 5

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

（任意）
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保
存し、スタートアップ コンフィギュレーションにコピー
して再起動します。

次の例に、IP precedence 分類を設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map class_ip_precedence
switch(config-cmap-qos)# match precedence 1-2, 5-7
switch(config-cmap-qos)# show class-map class_ip_precedence
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class_ip_precedence
match precedence 1-2,5-7
switch(config-cmap-qos)# copy running-config startup-config

QoS グループ分類の設定
QoS グループ内部ラベルの値に基づいてトラフィックを分類できます。QoS グループ内部ラベル
はパケット ペイロードまたはパケット ヘッダーの一部ではありません。QoS グループ ポリシー
の作成, （33 ページ）で説明しているように、set qos-group コマンドを使用して、ポリシー マッ
プ内で QoS グループの値を設定できます。
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（注）

QoS グループの値は入力ポリシー内で設定されるまで未定義になっているため、QoS グループ
についての照合は、出力ポリシー内でだけ行います。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

switch# 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。

ステッ
プ2

switch(config)# class-map [type qos]
[match-any | match-all]
class_map_name

指定したクラス マップに対してクラス マップ
QoS コンフィギュレーション モードを開始し、
実行コンフィギュレーションでそのマップ名を
設定および保存します。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット
文字列であり、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。ハイフン（-）お
よびアンダースコア（_）文字を含めることがで
きます。マップ名はクラスマップおよびポリシー
マップ全体で一意である必要があります。たと
えば、HR_Map という同じ名前をクラスマップ
とポリシーマップに設定することはできません。

ステッ
プ3

switch(config-cmap-qos)# match [not] QoS グループ値のリストに基づいてパケットを
qos-groupmulti-range-qos-group-values 照合することによって、トラフィック クラスを
設定します。値の範囲は 0 ～ 126 です。デフォ
ルトの QoS グループ値は 0 です。指定した範囲
に一致しない値について照合するには、not キー
ワードを使用します。

ステッ
プ4

switch(config-cmap-qos)# show
class-mapclass_map_name

指定したトラフィック クラス名に対するクラス
マップ設定を表示します。

ステッ
プ5

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

（任意）
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーショ
ンを保存し、スタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーして再起動します。

次の例に、QoS グループ分類を設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map class_qos_group
switch(config-cmap-qos)# match qos-group 4, 80-90
switch(config-cmap-qos)# show class-map class_qos_group
Type qos class-maps
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====================
class-map type qos match-all class_qos_group
match qos-group 4,80-90
switch(config-cmap-qos)# copy running-config startup-config

廃棄クラス分類の設定
廃棄クラス内部ラベルの値に基づいてトラフィックを分類できます。廃棄クラス内部ラベルはパ
ケット ペイロードまたはパケット ヘッダーの一部ではありません。set discard-class コマンドを使
用して、ポリシー マップ内で廃棄クラスの値を設定できます。

（注）

廃棄クラスの値は入力ポリシー内で設定されるまで未定義になっているため、廃棄クラスにつ
いての照合は、出力ポリシー内でのみ行います。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

switch# 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。

ステッ
プ2

switch(config)# class-map [type qos]
[match-any | match-all] class_map_name

指定したクラス マップに対してクラス マッ
プ QoS コンフィギュレーション モードを
開始し、実行コンフィギュレーションでそ
のマップ名を設定および保存します。
class_map_name 引数は、一意のアルファ
ベット文字列であり、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。ハ
イフン（-）およびアンダースコア（_）文
字を含めることができます。マップ名はク
ラスマップおよびポリシーマップ全体で一
意である必要があります。たとえば、
HR_Map という同じ名前をクラスマップと
ポリシーマップに設定することはできませ
ん。

ステッ
プ3

switch(config-cmap-qos)# match [not]
廃棄クラス値のリストに基づいてパケット
discard-classmulti-range-discard-group-values を照合することによって、トラフィック ク
ラスを設定します。値の範囲は 0 ～ 63 で
す。デフォルトの廃棄クラス値は 0 です。
指定した範囲に一致しない値について照合
するには、not キーワードを使用します。

Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V QoS コンフィギュレーション ガイド、リリース 5.x
16

QoS 分類の設定
レイヤ 3 パケット長分類の設定

コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ4

switch(config-cmap-qos)# show
class-mapclass_map_name

指定したトラフィック クラス名に対するク
ラス マップ設定を表示します。

ステッ
プ5

switch(config-cmap-qos)# copy running-config （任意）
startup-config
リブート後に永続的な実行コンフィギュ
レーションを保存し、スタートアップ コン
フィギュレーションにコピーして再起動し
ます。

次の例に、廃棄クラス分類を設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map class_discard_class
switch(config-cmap-qos)# match discard-class 4, 60-62
switch(config-cmap-qos)# show class-map class-discard-class
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class_dicard_class
match discard-class 4,60-62
switch(config-cmap-qos)# copy running-config startup-config

レイヤ 3 パケット長分類の設定
各種のパケット長に基づいてレイヤ 3 トラフィックを分類できます。

（注）

この機能は IP パケットだけが対象です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# class-map
[type qos] [match-any |
match-all] class_map_name

指定したクラス マップに対してクラス マップ QoS コ
ンフィギュレーション モードを開始し、実行コンフィ
ギュレーションでそのマップ名を設定および保存しま
す。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列
であり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア
（_）文字を含めることができます。マップ名はクラス
マップおよびポリシーマップ全体で一意である必要が
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コマンドまたはアクション 目的
あります。たとえば、HR_Map という同じ名前をクラ
スマップとポリシーマップに設定することはできませ
ん。
ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
各種のパケット長に基づいてパケットを照合すること
match [not]
によって、トラフィック クラスを設定します。値の範
packet-lengthpacket-length-list 囲は 1 ～ 9198 です。指定した範囲に一致しない値につ
いて照合するには、not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)# show 指定したトラフィック クラス名に対するクラス マップ
class-mapclass_map_name
設定を表示します。

ステップ 5

switch(config-cmap-qos)# copy （任意）
running-config startup-config リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを
保存し、スタートアップ コンフィギュレーションにコ
ピーして再起動します。

次の例に、レイヤ 3 パケット長分類を設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map class_packet_length
switch(config-cmap-qos)# match packet length 2000
switch(config-cmap-qos)# show class-map class_packet_length
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class_packet_length
match packet length 2000
switch(config-cmap-qos)# copy running-config startup-config

CoS 分類の設定
トラフィックの分類により、トラフィックが指定の基準と一致するかどうかに基づいて、トラ
フィック（パケット）をトラフィック クラスまたはカテゴリに整理できます。トラフィックの分
類に使用する値を、一致基準と呼びます。トラフィック クラスを定義する場合、一致基準を複数
指定することも、特定の基準について照合しないように選択することも、一部または全部の基準
を照合することによってトラフィック クラスを決定することもできます。
IEEE 1Q ヘッダー内のサービス クラス（CoS）に基づいてトラフィックを分類できます。この 3
ビットのフィールドは IEEE.802.1p で QoS トラフィック クラスをサポートするために規定されて
います。CoS とは、スイッチ ネットワークを通過するときにイーサネット フレームのプライオリ
ティを示す 802.1Q ヘッダーの 3 ビットのことです。
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手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# configure terminal

ステップ 2

switch(config)# class-map
指定したクラス マップに対してクラス マップ QoS コン
[type qos] [match-any |
フィギュレーションモードを開始し、実行コンフィギュ
match-all] class_map_name レーションでそのマップ名を設定および保存します。

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。

class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列
であり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア
（_）文字を含めることができます。マップ名はクラス
マップおよびポリシーマップ全体で一意である必要があ
ります。たとえば、HR_Map という同じ名前をクラス
マップとポリシーマップに設定することはできません。
ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not] coscos-list

CoS 値のリストに基づいてパケットを照合することに
よって、トラフィック クラスを設定します。指定でき
る範囲は 0 ～ 7 です。指定した範囲に一致しない値につ
いて照合するには、not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)#
show
class-mapclass_map_name

指定したトラフィック クラス名に対するクラス マップ
設定を表示します。

ステップ 5

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

（任意）
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保
存し、スタートアップコンフィギュレーションにコピー
して再起動します。

次の例では、CoS 分類を設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map class_cos
switch(config-cmap-qos)# match cos 4, 5-6
switch(config-cmap-qos)# show class-map class-cos
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class_cos
match cos 4-6
switch(config-cmap-qos)# copy running-config startup-config
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IP Real-time Transport Protocol（RTP）分類の設定
IP Real-time Transport Protocol（RTP）は、オーディオやビデオなどのデータを送信するリアルタイ
ム アプリケーション用のトランスポート プロトコルで、RFC 3550 で規定されています。RTP で
は一般的な TCP ポートや UDP ポートは使用されませんが、通常はポート 16384 ～ 32767 を使用
するように RTP を設定します。偶数ポートを UDP 通信に使用し、次の上位の奇数ポートを RTP
Control Protocol（RTCP）通信に使用します。
UDP ポート範囲に基づいて分類を設定できます。UDP ポート範囲は、RTP を使用するアプリケー
ションを対象とする可能性があります。

手順
コマンドまたはアクショ
ン

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# class-map 指定したクラス マップに対してクラス マップ QoS コン
[type qos] [match-any |
フィギュレーション モードを開始し、実行コンフィギュ
match-all] class_map_name レーションでそのマップ名を設定および保存します。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列で
あり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）
文字を含めることができます。マップ名はクラスマップ
およびポリシーマップ全体で一意である必要がありま
す。たとえば、HR_Map という同じ名前をクラスマップ
とポリシーマップに設定することはできません。

ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not] ip
rtpudp-port-values

UDP ポート番号の下限と上限に基づいてパケットを照合
することによって、トラフィック クラスを設定します。
UDP ポート番号の範囲は、RTP を使用するアプリケー
ションを対象とする可能性があります。値の範囲は 2000
～ 65535 です。指定した範囲に一致しない値について照
合するには、not キーワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)#
show
class-mapclass_map_name

指定したトラフィック クラス名に対するクラス マップ
設定を表示します。

ステップ 5

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

（任意）
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保
存し、スタートアップ コンフィギュレーションにコピー
して再起動します。
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次の例に、IP RTP 分類を設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map class_rtp
switch(config-cmap-qos)# match ip rtp 2000-21000, 4000-4100
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class_rtp
match ip rtp 2000-2100,4000-4100
switch(config-cmap-qos)# show class-map class-rtp
switch(config-cmap-qos)# copy running-config startup-config

クラス マップ分類の設定
別のクラス マップ内にある一致基準に基づいてトラフィックを分類できます。

はじめる前に
• 参照先のクラス マップは参照元よりも先に作成しておく必要があります。
• 同じクラス マップを複数のポリシー内で参照できます。
• 設定できるクラス マップの入れ子のレベルは 1 レベルだけです。別のクラス マップを参照
しているクラス マップは参照できません。
• 参照先のクラス マップを削除する場合は、その前に、そのクラス マップへの参照をすべて
削除してください。
• match class-map コマンドで指定したクラス マップとの論理 OR を実行するには、match-any
キーワードを使用します。照合されるクラス マップの match-any または match-all の指定は
無視されます。
• match class-map コマンドで指定したクラス マップとの論理 AND を実行するには、match-all
キーワードを使用します。照合されるクラス マップの match-any または match-all の指定は
無視されます。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# class-map 指定したクラス マップに対してクラス マップ QoS コン
[type qos] [match-any |
フィギュレーション モードを開始し、実行コンフィギュ
match-all] class_map_name レーションでそのマップ名を設定および保存します。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列で
あり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）
文字を含めることができます。マップ名はクラスマップ
およびポリシーマップ全体で一意である必要がありま
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コマンドまたはアクション 目的
す。たとえば、HR_Map という同じ名前をクラスマップ
とポリシーマップに設定することはできません。
ステップ 3

switch(config-cmap-qos)#
match [not]
class-mapclass_map_name

別のクラス マップ内の一致基準に基づいてパケットを
照合することによって、トラフィック クラスを設定し
ます。match-all は class-map コマンドのデフォルトであ
るため、class_map3 内で指定された一致基準と
class_class_map 内の一致基準とが論理 AND されます。
指定した範囲に一致しない値を検索するには、not キー
ワードを使用します。

ステップ 4

switch(config-cmap-qos)#
show
class-mapclass_map_name

クラス マップ設定を表示します。

ステップ 5

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

（任意）
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保
存し、スタートアップ コンフィギュレーションにコピー
して再起動します。

次の例に、クラス マップ分類を設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# class-map class_class_map
switch(config-cmap-qos)# match class-map class-map
switch(config-cmap-qos)# show class-map class_class_map
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class_class_map
match class-map class-map
switch(config-cmap-qos)# show class-map class-map
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class-map
match dscp 10,12
switch(config-cmap-qos)# copy running-config startup-config

分類設定の確認
分類の設定を確認するには、次の表のコマンドを使用します。
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コマンド

説明

show class-map name

すべてのクラス マップまたは指定したクラス マップに対する
クラス マップ設定を表示します。

show ip access-lists name

すべての IPv4 アクセス コントロール リスト（ACL）または特
定の IPv4 ACL を表示します。

QoS 分類の設定例
次の例では、DSCP トラフィック AF21 と AF32 を照合する分類を、クラス マップ cmap1 に設定
する方法を示します。
switch(config)# class-map type qos match-all cmap1
switch(config-cmap-qos)# show class-map cmap1
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all cmap1
match dscp 18,28
switch(config-cmap-qos)# exit

QoS 分類の機能履歴
ここでは、QoS 分類のリリース履歴を示します。
機能名

リリース

機能情報

QoS 分類

5.2(1)SM1(5.1)

この機能が導入されました
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QoS マーキング ポリシーの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• ポリシー マップについて, 25 ページ
• マーキング フィールドの基準, 26 ページ
• QoS マーキング ポリシーの前提条件, 27 ページ
• QoS マーキング ポリシーの注意事項と制約事項, 27 ページ
• QoS マーキング ポリシーの作成, 27 ページ
• QoS ポリシー設定の確認, 38 ページ
• QoS マーキング ポリシーの設定例, 39 ページ
• QoS マーキング ポリシーの機能履歴, 39 ページ

ポリシー マップについて
ポリシーマップにより、ネットワークトラフィックがクラス単位で優先順位付けされます。最適
な Quality of Service が得られるトラフィックの優先順位付けが行われるように、ポリシー マップ
を作成して各クラスのトラフィックの扱い方法を定義します。
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（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。
サービス ポリシーは、ポリシー マップを使用して指定されます。ポリシー マップにより、クラ
ス マップは順序付きでサービス レベルにマッピングされます。ポリシー マップ内では複数のク
ラス マップを指定でき、クラス マップを高、中、または低のサービス レベルにマッピングでき
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ます。デフォルトの優先度は低です。ポリシーマップ名は、63文字までの英数字に制限されてい
ます。
ポリシー マップ内でのクラス マップの順序は重要であり、フレームがクラス マップと比較され
る順序はこれにより決定します。最初に一致したクラス マップの対応するプライオリティが、フ
レームにマーキングされます。
図 2：マーキングに使用可能なパケット フィールド

トラフィッククラスを定義した後は、ポリシーマップ内でそれらのマーキング方法も定義して参
照できます。

マーキング フィールドの基準
次の表に、マーキングに使用可能なフィールドを示します。
フィールド

説明

DSCP

レイヤ 3 の DiffServ コード ポイント（DSCP）。
（注）

IP Precedence

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。

レイヤ 3 の IP precedence。
（注）

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。

CoS

レイヤ 2 サービス クラス（CoS）。

QoS グループ

必要に応じてマーキングと照合が可能なローカルな QoS 値。有効な範囲は
0 ～ 126 です。
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フィールド

説明

廃棄クラス

必要に応じて照合とマーキングが可能なローカルな QoS 値。範囲は 0 ～ 63
です。
（注）

Using Table Maps

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。

テーブル マップをマーキングに使用する方式。

特に制限事項として記載されていない限り、着信パケットと発信パケットの両方にマーキングで
きます。

QoS マーキング ポリシーの前提条件
マーキングの前提条件は、次のとおりです。
• ネットワーク トラフィックを分類しておく必要があります。詳細については、QoS 分類の設
定, （7 ページ）を参照してください。
• EXEC モードで CLI にログインしておきます。

QoS マーキング ポリシーの注意事項と制約事項
• set cos コマンドは 802.1Q インターフェイスにのみ適用できます。つまり、set cos コマンドは
入力インターフェイスで使用できますが、パケットが最終的に 802.1Q 準拠のインターフェイ
スから出力される場合にのみ、設定が適用されます。
• 単一のクラスで、5 つのフィールド（CoS、IP precedence、DSCP、QoS グループ、廃棄クラ
ス）のうちのいずれか 2 つがマーキング可能です。
• 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。

QoS マーキング ポリシーの作成
DSCP ポリシーの作成
IP ヘッダー パケット内の DSCP 値をマーキングするポリシーを作成し、特定クラスのトラフィッ
クを優先順位付けできます。
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はじめる前に
• RFC 2475 の DSCP の説明を参照してください。
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• DSCP マーキングを使用する場合、廃棄クラス マーキングは使用できません。
• DSCP のフィールドには、0 ～ 63 の数値、または一般によく使用される DSCP 値, （4 ペー
ジ）およびIP precedence 値, （5 ページ）に示されている一般によく使用される値のいずれ
かをマーキングできます。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

switch# 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。

ステッ
プ2

switch(config)# policy-map 指定したポリシー マップに対してポリシー マップ QoS コ
[type qos] [match-first]
ンフィギュレーション モードを開始し、実行コンフィギュ
policy-map-name
レーションでそのマップ名を設定します。
policy-map-name 引数は、大文字と小文字が区別される一意
のアルファベット文字列で、最大 40 文字まで設定できま
す。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文字を含め
ることができます。マップ名はクラスマップおよびポリ
シーマップ全体で一意である必要があります。たとえば、
HR_Map という同じ名前をクラスマップとポリシーマップ
に設定することはできません。

ステッ
プ3

switch(config-pmap)# class class-map-name への参照を作成し、指定したクラス マップ
[type qos] {class_map_name に対してポリシーマップ クラス QoS コンフィギュレーショ
|class-default}
ン モードを開始します。デフォルトでは、このクラスはポ
リシー マップの最後に追加されます。変更は、実行コン
フィギュレーションに保存されます。
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。
class_map_name 引数は、大文字と小文字が区別されない一
意のアルファベット文字列であり、最大 40 文字まで設定
できます。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文字
を含めることができます。マップ名はクラスマップおよび
ポリシーマップ全体で一意である必要があります。たとえ
ば、HR_Map という同じ名前をクラスマップとポリシー
マップに設定することはできません。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ4

switch (config-pmap-c-qos)# 指定したクラスのすべての IP ヘッダー内で使用する DSCP
set dscpvalue
値を定義し、その値を実行コンフィギュレーションに保存
します。
1 ～ 60 の数値か、一般によく使用される DSCP 値, （4
ページ）およびIP precedence 値, （5 ページ）の標準値の
いずれかを使用できます。

ステッ
プ5

switch(config-pmap-c-qos)# 指定したマップ名に対するポリシー マップ設定を表示しま
show
す。
policy-mappolicy-map-name

ステッ
プ6

switch(config-pmap-c-qos)# （任意）
copy running-config
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保存
startup-config
し、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーして
再起動します。

次の例は、DSCP ポリシーの作成方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map
switch(config-pmap)# class
switch(config-pmap-c-qos)#
switch(config-pmap-c-qos)#
switch(config-pmap-c-qos)#
Type qos policy-maps
====================

policy1
class1
set dscp af31
show policy-map policy1
show policy-map policy

policy-map type qos policy1
class class1
set dscp af31
switch(config-pmap-c-qos)# copy running-config startup-config

IP Precedence ポリシーの作成
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• IP precedence 値, （5 ページ）の表で、重要度が低いものから順に示した RFC 791 precedence
値を参照してください。
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手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

switch# 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。

ステッ
プ2

switch(config)# policy-map 指定したポリシー マップに対してポリシー マップ QoS コ
[type qos] [match-first]
ンフィギュレーション モードを開始し、実行コンフィギュ
policy-map-name
レーションでそのマップ名を設定します。
policy-map-name 引数は、大文字と小文字が区別される一意
のアルファベット文字列で、最大 40 文字まで設定できま
す。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文字を含め
ることができます。マップ名はクラスマップおよびポリ
シーマップ全体で一意である必要があります。たとえば、
HR_Map という同じ名前をクラスマップとポリシーマップ
に設定することはできません。

ステッ
プ3

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

class-map-name への参照を作成し、指定したクラス マップ
に対してポリシーマップ クラス QoS 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、このクラスはポ
リシー マップの最後に追加されます。変更は、実行コン
フィギュレーションに保存されます。
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。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列であ
り、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。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文字を
含めることができます。マップ名はクラスマップおよびポ
リシーマップ全体で一意である必要があります。たとえ
ば、HR_Map という同じ名前をクラスマップとポリシー
マップに設定することはできません。

ステッ
プ4

switch (config-pmap-c-qos)# 指定したクラスのすべての IP ヘッダー内で使用する
set precedence value
precedence 値を追加し、その値を実行コンフィギュレーショ
ンに保存します。
次の表に示すように、0 ～ 7 の数値を使用できます。
値

説明

000 (0)

ルーチンまたはベスト エフォート

001 (1)

プライオリティ
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
値

説明

010 (2)

即時

011 (3)

フラッシュ（主に音声シグナリングまた
はビデオに使用）

100 (4)

フラッシュ オーバーライド

101 (5)

クリティカル（主に音声 RTP に使用）

110 (6)

インターネット

111 (7)

ネットワーク

ステッ
プ5

switch(config-pmap-c-qos)# 指定したマップ名に対するポリシー マップ設定を表示しま
show
す。
policy-mappolicy-map-name

ステッ
プ6

switch(config-pmap-c-qos)# （任意）
copy running-config
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保存
startup-config
し、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーして
再起動します。

次の例は、IP precedence ポリシーの作成方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map
switch(config-pmap)# class
switch(config-pmap-c-qos)#
switch(config-pmap-c-qos)#
Type qos policy-maps
====================

policy1
class1
set precedence 3
show policy-map policy1

policy-map type qos policy1
class class1
set prec 3
switch(config-pmap-c-qos)# copy running-config startup-config

サービス クラス ポリシーの作成
特定のクラスのすべてのトラフィックの IEEE 802.1Q ヘッダー内で CoS フィールドをマーキング
できます。入力または出力ポリシー内でこのフィールドをマーキングすると、パケットが IEEE
802.1Q 準拠のインターフェイスに表示されるときだけ、この設定が適用されます。
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はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• CoS は、入力ポリシーと出力ポリシーで設定できます。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 switch# 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。
ステップ 2 switch(config)# policy-map 指定したポリシー マップに対してポリシー マップ QoS コ
[type qos] [match-first]
ンフィギュレーションモードを開始し、実行コンフィギュ
policy-map-name
レーションでそのマップ名を設定します。
policy-map-name 引数は、大文字と小文字が区別される一
意のアルファベット文字列で、最大 40 文字まで設定でき
ます。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文字を含
めることができます。マップ名はクラスマップおよびポリ
シーマップ全体で一意である必要があります。たとえば、
HR_Map という同じ名前をクラスマップとポリシーマップ
に設定することはできません。
ステップ 3 switch(config-pmap-qos)#
class [type qos]
{class_map_name |
class-default}

class-map-name への参照を作成し、指定したクラス マップ
に対してポリシーマップ クラス QoS 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、このクラスは
ポリシー マップの最後に追加されます。変更は、実行コ
ンフィギュレーションに保存されます。
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。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列で
あり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文字
を含めることができます。マップ名はクラスマップおよび
ポリシーマップ全体で一意である必要があります。たとえ
ば、HR_Map という同じ名前をクラスマップとポリシー
マップに設定することはできません。

ステップ 4 switch (config-pmap-c-qos)# CoS 値を cos-value に設定します。値の範囲は 0 ～ 7 です。
set cos cos-value
このコマンドは出力ポリシーだけで使用できます。
ステップ 5 switch(config-pmap-c-qos)# 指定したマップ名に対するポリシー マップ設定を表示し
show
ます。
policy-mappolicy-map-name
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 6 switch(config-pmap-c-qos)# （任意）
copy running-config
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保存
startup-config
し、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーし
て再起動します。

次に、サービス クラス ポリシーを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map policy1
switch(config-pmap-qos)# class class1
switch(config-pmap-c-qos)# set cos 3
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map policy1
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos policy1
class class1
set cos 3
switch(config-pmap-c-qos)#

QoS グループ ポリシーの作成
はじめる前に
• EXEC モードで CLI にログインしていること。
• QoS グループ値は、入力ポリシーだけでマーキングできます。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 switch# 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。
ステップ 2 switch(config)# policy-map 指定したポリシー マップに対してポリシー マップ QoS コ
[type qos] [match-first]
ンフィギュレーションモードを開始し、実行コンフィギュ
policy-map-name
レーションでそのマップ名を設定します。
policy-map-name 引数は、大文字と小文字が区別される一
意のアルファベット文字列で、最大 40 文字まで設定でき
ます。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文字を含
めることができます。マップ名はクラスマップおよびポリ
シーマップ全体で一意である必要があります。たとえば、
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
HR_Map という同じ名前をクラスマップとポリシーマップ
に設定することはできません。
ステップ 3 switch(config-pmap-qos)#
class [type qos]
{class_map_name |
class-default}

class-map-name への参照を作成し、指定したクラス マッ
プに対してポリシーマップ クラス QoS 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、このクラ
スはポリシー マップの最後に追加されます。変更は、実
行コンフィギュレーションに保存されます。
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。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列で
あり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文字
を含めることができます。マップ名はクラスマップおよび
ポリシーマップ全体で一意である必要があります。たとえ
ば、HR_Map という同じ名前をクラスマップとポリシー
マップに設定することはできません。

ステップ 4 switch (config-pmap-c-qos)# QoS グループ値を qos-group-value に設定します。値の範
set qos-group
囲は 0 ～ 126 です。
qos-group-value
ステップ 5 switch(config-pmap-c-qos)# 指定したマップ名に対するポリシー マップ設定を表示し
show
ます。
policy-mappolicy-map-name
ステップ 6 switch(config-pmap-c-qos)# （任意）
copy running-config
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保存
startup-config
し、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーし
て再起動します。

次の例は、QoS グループ ポリシーの作成方法を示しています。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map policy1
switch(config-pmap-qos)# class class1
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 100
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map policy1
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos policy1
class class1
set qos-group 100
switch(config-pmap-c-qos)# copy running-config startup-config
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廃棄クラス ポリシーの作成
ローカルな内部ラベル廃棄クラス ポリシーを設定できます。

はじめる前に
• ローカルな内部ラベル廃棄クラス ポリシーを設定する場合、DSCP ポリシーを作成すること
はできません。DSCP ポリシーの詳細については、DSCP ポリシーの作成, （27 ページ）を
参照してください。
• 廃棄クラスは入力ポリシーでだけ設定できます。
• ポリシー内またはトラフィック分類内でローカル廃棄クラスを参照するには、matchdiscard-class
コマンドを使用します。詳細については、廃棄クラス分類の設定, （16 ページ）を参照して
ください。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

switch# 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。

ステッ
プ2

switch(config)# policy-map
[type qos] [match-first]
policy-map-name

指定したポリシー マップに対してポリシー マップ QoS
コンフィギュレーションモードを開始し、実行コンフィ
ギュレーションでそのマップ名を設定します。
policy-map-name 引数は、大文字と小文字が区別される
一意のアルファベット文字列で、最大 40 文字まで設定
できます。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）
文字を含めることができます。マップ名はクラスマッ
プおよびポリシーマップ全体で一意である必要があり
ます。たとえば、HR_Mapという同じ名前をクラスマッ
プとポリシーマップに設定することはできません。

ステッ
プ3

switch(config-pmap-qos)# class class-map-name への参照を作成し、指定したクラス マッ
[type qos] {class_map_name
プに対してポリシーマップ クラス QoS コンフィギュ
|class-default}
レーション モードを開始します。デフォルトでは、こ
のクラスはポリシー マップの最後に追加されます。変
更は、実行コンフィギュレーションに保存されます。
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。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列
であり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア
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コマンドまたはアクション

目的
（_）文字を含めることができます。マップ名はクラス
マップおよびポリシーマップ全体で一意である必要が
あります。たとえば、HR_Map という同じ名前をクラ
スマップとポリシーマップに設定することはできませ
ん。

ステッ
プ4

switch (config-pmap-c-qos)# set 廃棄クラス値を discard-class-value に設定します。値の
discard-classdiscard-class-value 範囲は 0 ～ 63 です。

ステッ
プ5

switch(config-pmap-c-qos)#
show
policy-mappolicy-map-name

指定したマップ名に対するポリシー マップ設定を表示
します。

ステッ
プ6

switch(config-pmap-c-qos)#
copy running-config
startup-config

（任意）
リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを
保存し、スタートアップ コンフィギュレーションにコ
ピーして再起動します。

次に、廃棄クラス ポリシーを作成する例を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# policy-map policy1
switch(config-pmap-qos)# class class1
switch(config-pmap-c-qos)# set discard-class 40
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map policy1
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos policy1
class class1
set discard-class 40
switch(config-pmap-c-qos)# copy running-config startup-config

入力ポリシーと出力ポリシーの作成
ポリシーマップをインターフェイスまたはポートプロファイルに付加すると、マーキング命令が
入力または出力パケットに適用されます。

はじめる前に
• インターフェイスまたはポート プロファイルが作成されています。
• 使用するポリシー マップが定義されています。
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（注）

1 つのインターフェイスまたはポート プロファイルには、1 つの入力ポリシーと 1 つの出力ポ
リシーだけを付加できます。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

次のいずれかのコマンドを入 指定したイーサネット/vEthernet インターフェイスま
力します。
たはポート プロファイルに対してコンフィギュレー
ション モードを開始します。
• switch (config)# interface
type number
• switch (config)#
port-profile name

ステップ 3

switch (config-if)#
（任意） インターフェイスまたはポート プロファイ
service-policy [type qos] {input ルの入力または出力パケットに追加されるポリシー
| output} policy-map-name [no マップ名を付加します。
stats]
（注）
1 つのインターフェイスまたはポート プロ
ファイルには、1 つの入力ポリシーと 1 つの
出力ポリシーだけを付加できます。
policy-map-name 引数は、大文字と小文字が区別され
る一意のアルファベット文字列で、最大 40 文字まで
設定できます。ハイフン（-）およびアンダースコア
（_）文字を含めることができます。マップ名はクラ
スマップおよびポリシーマップ全体で一意である必要
があります。たとえば、HR_Map という同じ名前をク
ラスマップとポリシーマップに設定することはできま
せん。

ステップ 4

switch(config-if)# show
policy-map policy-map-name

ステップ 5

switch(config-if)# copy
（任意）
running-config startup-config リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを
保存し、スタートアップ コンフィギュレーションに
コピーして再起動します。

指定したマップ名に対するポリシー マップ設定を表
示します。
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次の例では、イーサネット インターフェイスで入力ポリシーを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# interface port-channel 1
switch(config-if)# service-policy input policy1
switch(config-if)# show policy-map interface port-channel 1 input
Global statistics status :

enabled

port-channel1
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

policy1
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
283 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
switch(config-if)# copy running-config startup-config

次の例では、ポート プロファイルで出力ポリシーを設定する方法を示します。
switch# configure terminal
switch(config)# port-profile 2225-ephe
switch(config-port-prof)# service-policy output policy1
switch(config)# show policy-map interface vethernet 1
Global statistics status :
enabled
Vethernet1
Service-policy (qos) output:
policy statistics status:

policy1
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
0 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
switch(config)# copy running-config startup-config

QoS ポリシー設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。
コマンド

説明

show policy-map [type qos]
[namepolicy_map_name]

ポリシー マップ設定を表示します。

show policy-map interfacename

インターフェイスに適用されているポリシーを統計情報と
ともに表示します。

show policy-map interface brief

QoS ポリシーが適用されているすべてのインターフェイス
を表示します。

show running-config ipqos

設定されているすべてのクラスおよびポリシー マップと、
これらが適用されているインターフェイスを表示します。
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QoS マーキング ポリシーの設定例
次の例に、インターフェイスに適用されている特定のポリシーマップポリシーを表示する方法を
示します。
switch(config)# show policy-map policy1
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos policy1
class class1
set dscp af31
switch(config)# sh class-map class1
Type qos class-maps
====================
class-map type qos match-all class1
match access-group name testacl1
match packet length 3-6000
switch(config)# int veth 1
switch(config-if)# service-policy ty qos input policy1
switch(config-if)# sh run int veth 1
!Command: show running-config interface Vethernet1
!Time: Tue Feb 12 02:45:20 2013
version 5.2(1)SM1(5.1)
interface Vethernet1
inherit port-profile 2225-ephe
service-policy type qos input policy1
description data-2-00-1, Network Adapter 2
switch(config-if)# sh policy-map interface vethernet 1
Global statistics status :
enabled
Vethernet1
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

policy1
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
0 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
switch(config-if)# sh policy-map interface brief
Interface/VLAN [Status]:INP QOS
OUT QOS
INP QUE
OUT QUE
================================================================================
Vethernet1
[Active]:policy1
Vethernet2
[Active]:
policy1
Vethernet3
[Active]:
policy1

QoS マーキング ポリシーの機能履歴
ここでは、QoS マーキング ポリシーのリリース履歴を示します。
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機能名

リリース

機能情報

QoS マーキング ポリシー

5.2(1)SM1(5.1)

この機能が導入されました。
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QoS ポリシングの設定
この章の内容は、次のとおりです。
• ポリシングについて, 41 ページ
• ポリシングの前提条件, 43 ページ
• QoS ポリシングの注意事項と制約事項, 43 ページ
• 入力および出力ポリシングの設定, 43 ページ
• ポリシングの設定, 43 ページ
• ポリシング設定の確認, 50 ページ
• QoS ポリシングの設定例, 50 ページ
• QoS ポリシングの機能履歴, 51 ページ

ポリシングについて
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、トラフィックの 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
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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。ポリシーの詳細については、RFC 2697、RFC 2698、および RFC4115 を参照してください。
図 3：ポリシングの状態とタイプ

次の表に、定義されたデータ レートに応じてポリサーによるアクションがトリガーされる状態を
示します。
表 1：Exceed または Violate に対するポリサー アクション

色

説明

conform

グリーン

パケットのトラフィッ ポリサーは、これらの
ク データ レートは、定 パケットをそのまま送
義された範囲内です。 信するか、ヘッダー内
の値（DSCP、
precedence、またはサー
ビス クラス（CoS））
を変更してからこれら
のパケットを送信しま
す。

exceed

イエロー

パケットのトラフィッ
ク データ レートは、定
義された範囲を超えて
います。

ポリサーは、これらの
パケットを廃棄する
か、マークダウンしま
す。

violate

レッド

パケットのトラフィッ
ク データ レートは、定
義された範囲に違反し
ています。

ポリサーは、これらの
パケットを廃棄する
か、マークダウンしま
す。
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ポリサー アクション
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1

状態ごとに 1 つのみポリサー アクションを実行できます。

ポリシングの前提条件
• EXEC モードで CLI にログインしている。

QoS ポリシングの注意事項と制約事項
各モジュールではポリシングが独立して実行されます。このことは、ポート チャネル インター
フェイスの場合など、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ポリ
サーに影響を与える可能性があります。

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またはポート プロファイル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。service-policy コマンドの使用例については、入力ポリシーと出力ポリシーの作成, （36
ページ）を参照してください。

ポリシングの設定
police コマンドとポリサーのタイプ
police コマンドの引数
Cisco Nexus 1000V によって作成されるポリサーのタイプは、次の表に示す police コマンドの引数
の組み合わせに基づきます。

（注）

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 に同じ値を指定します。
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引数

説明

cir

Committed Information Rate（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 の値
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。数値的に意味のあるポリシング値の範囲は 250
Kbps ～ 80 Gbps です。

percent

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。

bc

cir を超過できる量を、ビット レート、または cir での時間として指
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。

pir

Peak Information Rate（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。数値的に意味のあるポリシング値の範
囲は 250 Kbps ～ 80 Gbps です。割合値の範囲は 1 ～ 100% です。

be

pir を超過できる量を、ビット レート、または pir での時間として
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。
（注）
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。

conform

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（送信）、
または表に示すいずれかの set コマンドです。デフォルトは transmit
です。

exceed

トラフィックのデータ レートが指定範囲を超え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。デフォルトは廃棄です。

violate

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。デフォルトは廃棄です。
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ポリサーのタイプとアクション
police コマンドの引数はすべて省略可能ですが、cir の値は必ず指定する必要があります。次の表
で、cir はその値を示しており、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。
これらの引数の組み合わせと、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示します。
police の引数の有無

ポリサーのタイプ

ポリサーのアクション

cir（ただし pir、be、または
violate はなし）

1 レート、2 カラー

≤ cir ならば conform、それ以外
は violate

cir および pir

1 レート、3 カラー

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

cir および pir

2 レート、3 カラー

cir と pir に同一の値
を指定する必要があ
ります。

≤ cir ならば conform、≤ pir な
らば exceed、それ以外は violate

ポリサーのアクション
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は、次の表に示すアクショ
ンを実行できます。
表 2：Exceed または Violate に対するポリサー アクション

アクション

説明

drop

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のみ使用できま
す。

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

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、
つまりデフォルトのテーブル マップの詳細につ
いては、QoS マーキング ポリシーの設定, （25
ページ）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
だけ使用できます。
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表 3：Conform に対するポリサー アクション

アクション

説明

transmit

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

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-dscp-transmit

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-cos-transmit

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-qos-transmit

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-discard-class-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。

police コマンドのデータ レート
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。パケットのマークダウンの詳細については、QoS マーキング ポリ
シーの設定, （25 ページ）を参照してください。
police コマンドでは、次の表に示すデータ レートが使用されます。
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表 4：police コマンドのデータ レート

レート

説明

bps

ビット/秒（デフォルト）

kbps

1000 ビット/秒

mbps

1,000,000 ビット/秒

gbps

1,000,000,000 ビット/秒

police コマンドのバースト サイズ
police コマンドでは、次の表のバースト サイズが使用されます。
速度

説明

bytes

バイト

kbytes

1000 バイト

mbytes

1,000,000 バイト

ms

ミリ秒

us

マイクロ秒

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。set コマンドを使用し
て、マークダウン ポリシングを設定できます。

（注）

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 に同じ値を指定する必要がありま
す。
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手順
コマンドまたはアクション

目的

ステッ
プ1

switch# 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。

ステッ
プ2

switch(config)# policy-map
[type qos] [match-first]
policy-map-name

指定したポリシー マップに対してポリシー マップ QoS
コンフィギュレーション モードを開始し、実行コンフィ
ギュレーションでそのマップ名を設定します。
policy-map-name 引数は、大文字と小文字が区別される
一意のアルファベット文字列で、最大 40 文字まで設定
できます。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）文
字を含めることができます。マップ名はクラスマップお
よびポリシーマップ全体で一意である必要があります。
たとえば、HR_Map という同じ名前をクラスマップとポ
リシーマップに設定することはできません。

ステッ
プ3

switch(config-pmap-qos)# class class-map-name への参照を作成し、指定したクラス マッ
[type qos] {class_map_name
プに対してポリシーマップ クラス QoS コンフィギュレー
|class-default}
ション モードを開始します。デフォルトでは、このク
ラスはポリシー マップの最後に追加されます。変更は、
実行コンフィギュレーションに保存されます。
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。
class_map_name 引数は、一意のアルファベット文字列で
あり、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。ハイフン（-）およびアンダースコア（_）
文字を含めることができます。マップ名はクラスマップ
およびポリシーマップ全体で一意である必要がありま
す。たとえば、HR_Map という同じ名前をクラスマップ
とポリシーマップに設定することはできません。

ステッ
プ4

switch(config-pamp-c-qos)#
police [cir] {committed-rate
[data-rate] | percent
cir-link-percent}
[bccommitted-burst-rate
[link-speed]][pir] {peak-rate
[data-rate] |
percentcir-link-percent}
[bepeak-burst-rate [link-speed]]
[conform {transmit |
set-prec-transmit |
set-dscp-transmit |

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 ならば、conform
アクションが実行されます。be および pir を指定しない
場合は、他のすべてのトラフィックで violate アクショ
ンが実行されます。be または violate を指定した場合は、
データ レートが ≤ pir ならば exceed アクションが実行さ
れます。アクションについては、ポリシングについて,
（41 ページ）を参照してください。データ レートとリ
ンク速度についてはpolice コマンドのデータ レート, （
46 ページ） およびpolice コマンドのバースト サイズ,
（47 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

目的

set-cos-transmit |
set-qos-transmit |
set-discard-class-transmit}
[exceed {drop | set dscp dscp
table {cir-markdown-map}}
[violate {drop | set dscp dscp
table {pir-markdown-map}}]

（注）

ステッ
プ5

switch(config-pamp-c-qos)#
show policy-map [type qos]
[policy-map-name]

（任意）
設定済みのすべてのポリシー マップ、または選択した
QoS タイプのポリシー マップについて情報を表示しま
す。

ステッ
プ6

switch# show table-map
[table-map-name]

（任意）
QoS テーブル マップの情報を表示します。

ステッ
プ7

switch(config-pamp-c-qos)#
copy running-config
startup-config

（任意）
設定済みのすべてのポリシー マップ、または選択した
QoS タイプのポリシー マップについて情報を表示しま
す。

bc および be が ms/us 単位で設定されている場
合は、デフォルト値の 200 ms が bc および be
に対して実行されます。bc および be が bps 単
位である場合、この制限は適用されません。

次の例では、データ レートが 256000 bps で 200 ミリ秒以内のトラフィックを送信する 1 レート 2
カラーのポリサーを設定する方法、およびデータレートが違反している場合にテーブルマップの
pir-markdown-map を使用して DSCP をマーキングする方法を示します。
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# policy-map pol1
switch(config-pmap-qos)# class class-default
switch(config-pmap-c-qos)# police cir 256000 bps conform transmit violate set dscp dscp
table pir-markdown-map
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map pol1
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos pol1
class class-default
police cir 256000 bps bc 200 ms conform transmit violate set dscp dscp table
pir-markdown-map
switch(config-pmap-c-qos)# show table-map pir-markdown-map
Table-map pir-markdown-map
default copy
from 10,12 to 14
from 18,20 to 22
from 26,28 to 30
from 34,36 to 38
switch(config-pmap-c-qos)#
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ポリシング設定の確認
設定を確認するには、次のコマンドを使用します。
コマンド

説明

show policy-map

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。

QoS ポリシングの設定例
次の例では、データ レートが 300 kbps 以内の場合に CoS を 4 に設定する 2 レート 3 カラーのポリ
サーを示します。また、データ レートが 750 kbps 以内の場合にシステム定義の cir-markdown-map
テーブル マップを使用して DSCP をマーク ダウンする方法、およびデータ レートが 750 kbps を
超える場合にシステム定義の pir-markdown-map テーブル マップを使用して DSCP をマーク ダウ
ンする方法も示します。
switch(config)# policy-map ty qos 2rate3clr
switch(config-pmap-qos)# class class1
switch(config-pmap-c-qos)# police cir 300 kbps pir 750 kbps conform
set-cos-transmit 4 exceed set dscp dscp table cir-markdown-map violate set dscp
dscp table pir-markdown-map
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map 2rate3clr
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos 2rate3clr
class class1
police cir 300 kbps bc 200 ms pir 750 kbps be 200 ms conform set-cos-transmit 4
exceed set dscp dscp table cir-markdown-map violate set dscp dscp table pir-mar
kdown-map

次の例では、データ レートが 600 kbps で 200 ミリ秒以内のトラフィックを送信し、それ以外の場
合はパケットをドロップするシングルレート 2 カラーのポリサーを示します。
switch(config)# policy-map ty qos 1rate2clr
switch(config-pmap-qos)# class class2
switch(config-pmap-c-qos)# police cir 600 kbps conform transmit violate drop
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map 1rate2clr
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos 1rate2clr
class class2
police cir 600 kbps bc 200 ms conform transmit violate drop
switch(config-pmap-c-qos)#

次の例に、4,000,000 ビット/秒でトラフィックをポリシングし、200 KB の標準または設定バース
トおよび 400 KB の超過バーストを許可するシングルレート 3 カラーのポリサーを設定する方法を
示します。ポリサーはポリシングレートに適合するトラフィックを送信します。バーストサイズ
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を超えるトラフィックに対しては、システム定義の cir-markdown-map テーブル マップを使用して
DSCP をマーク ダウンし、ポリシング レートに違反するトラフィックはドロップします。
switch(config)# policy-map 1rate3clr
switch(config-pmap-qos)# class class1
switch(config-pmap-c-qos)# police cir 4 mbps bc 200 kbytes pir 4 mbps be 400 kbytes
conform transmit exceed set dscp dscp table cir-markdown-map violate drop
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map 1rate3clr
Type qos policy-maps
====================
policy-map type qos 1rate3clr
class class1
police cir 4 mbps bc 200 kbytes pir 4 mbps be 400 kbytes conform transmit exceed set
dscp dscp table cir-markdown-map violate drop

QoS ポリシングの機能履歴
ここでは、QoS ポリシングのリリース履歴を示します。
機能名

リリース

機能情報

QoS ポリシング

5.2(1)SM1(5.1)

この機能が導入されました
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第

5

章

QoS 統計情報のモニタリング
この章の内容は、次のとおりです。
• QoS 統計情報について, 53 ページ
• QoS 統計情報のモニタリングの前提条件, 54 ページ
• QoS 統計情報のイネーブル化, 54 ページ
• QoS 統計情報の表示, 55 ページ
• QoS 統計情報のクリア, 57 ページ
• QoS 統計情報の設定例, 58 ページ
• 標準, 58 ページ
• MIB, 59 ページ
• RFC, 59 ページ
• シスコのテクニカル サポート, 59 ページ
• QoS 統計情報の機能履歴, 59 ページ

QoS 統計情報について
各ポリシー、クラス アクション、および一致基準について、インターフェイスごとに統計情報が
維持されます。[no] qos statistics コマンドを使用して、統計情報の収集をグローバルにイネーブル
またはディセーブルにできます。show policy-map interface コマンドを使用して統計情報を表示で
き、clear qos statistics コマンドを使用してインターフェイスまたはポリシー マップに基づく統計
情報をクリアできます。統計情報はデフォルトでイネーブルになっており、グローバルにディセー
ブルにすることができます。
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QoS 統計情報のモニタリングの前提条件
EXEC モードで CLI にログインしていること。

QoS 統計情報のイネーブル化
（注）

デフォルトでは、QoS 統計情報はイネーブルになっています。

手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

switch# 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。

ステップ 2

switch(config)# qos statistics

すべてのインターフェイスで QoS 統計情報をイ
ネーブルにします。

ステップ 3

switch(config)# show
policy-map interface

（任意）
すべてのインターフェイス上のグローバル統計情
報のステータスおよび設定済みのポリシー マッ
プを表示します。

ステップ 4

switch(config)# copy
（任意）
running-config startup-config リブート後に永続的な実行コンフィギュレーショ
ンを保存し、スタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーして再起動します。

次の例に、QoS 統計情報をイネーブルにする方法を示します。
switch# show policy-map interface
Global statistics status :
enabled
Vethernet1
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

policy1
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
1 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
Class-map (qos):
1 packets

class-default (match-any)

Service-policy (qos) output:

policy1
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policy statistics status:

enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
9 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
Class-map (qos):
18645 packets

class-default (match-any)

Vethernet2
Service-policy (qos) output:
policy statistics status:

policy1
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
18636 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
Class-map (qos):
19191 packets

class-default (match-any)

Vethernet3
Service-policy (qos) output:
policy statistics status:

policy1
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
9 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
Class-map (qos):
18644 packets

class-default (match-any)

Vethernet4
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

1r2c
enabled

Class-map (qos):
mat-dscp0 (match-all)
568738560 packets
Match: dscp 0
police cir 90 mbps bc 200 ms
conformed 37578738384 bytes, 0 bps action: set-dscp-transmit 10
violated 0 bytes, 0 bps action: drop
Service-policy (qos) output:
policy statistics status:

policy1
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
9 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
Class-map (qos):
18642 packets

class-default (match-any)

QoS 統計情報の表示
はじめる前に
統計情報を必要とするインターフェイス
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（注）

多くの場合、個々のインターフェイスについての統計情報が最も有用です。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステッ switch# show policy-map
[policy-map-name | interface
プ1
[brief | ethernet
interface_number | output type
qos | port-channel number |
vethernet interface_number |
input type qos] | type qos]

指定した統計情報を表示します。
多数のポリシーが存在するシステムで最適な結果を得るに
は、特定のインターフェイスやポート チャネルを指定するな
ど、特定の引数を付けてこのコマンドを使用します。
• インターフェイス上でサービス ポリシーを表示するに
は、interface キーワードと次のキーワードを併用しま
す。
◦ brief：インターフェイスに付加されたすべてのポ
リシーの要約レポートを表示します。
◦ ethernet：イーサネット インターフェイスの統計情
報を表示します。
◦ input type qos：QoS 入力ポリシーの統計情報を表
示します。
◦ output type qos：QoS 出力ポリシーの統計情報を表
示します。
◦ port-channel：ポート チャネル インターフェイス
の統計情報を表示します。
◦ vethernet：vEthernet インターフェイスの統計情報
を表示します。
• ポリシー マップのタイプを表示するには、type qos キー
ワードを使用します。

次の例に、ポリシーマップ イーサネット インターフェイスを表示する方法を示します。
switch(config)# show policy-map interface port-channel 1
Global statistics status :
enabled
port-channel1
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

2rate3clr
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
14 packets
Match: access-group testacl1
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Match: packet length 3-6000
police cir 300 kbps bc 200 ms pir 750 kbps be 200 ms
conformed 1260 bytes, 4384 bps action: set-cos-transmit 4
exceeded 0 bytes, 0 bps action: set dscp dscp table cir-markdown-map
violated 0 bytes, 0 bps action: set dscp dscp table pir-markdown-map
switch(config-if)# show policy-map interface vethernet 1
Global statistics status :

enabled

Vethernet1
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

policy1
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
1 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
Class-map (qos):
1 packets

class-default (match-any)

Service-policy (qos) output:
policy statistics status:

policy1
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
9 packets
Match: access-group testacl1
Match: packet length 3-6000
set dscp af31
Class-map (qos):
19074 packets

class-default (match-any)

QoS 統計情報のクリア
手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

switch # clear qos statistics [interface {ethernet
指定した QoS 統計情報をク
interface_number | port-channel number |
リアします。
vethernetinterface_number | output type qos | input type
qos}]

次の例に、QoS 統計情報をクリアする方法を示します。
switch(config)# clear qos statistics interface port-channel 1
switch# show policy-map interface port-channel 1
Global statistics status :

enabled

port-channel1
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

2rate3clr
enabled

Class-map (qos):
class1 (match-all)
0 packets
Match: access-group testacl1
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Match: packet length 3-6000
police cir 300 kbps bc 200 ms pir 750 kbps be 200 ms
conformed 0 bytes, 0 bps action: set-cos-transmit 4
exceeded 0 bytes, 0 bps action: set dscp dscp table cir-markdown-map
violated 0 bytes, 0 bps action: set dscp dscp table pir-markdown-map
switch#

QoS 統計情報の設定例
この例では、インターフェイスに設定されているポリシー マップの統計情報を表示する方法を示
します。
switch(config)# show policy-map interface
Global statistics status :

enabled

Vethernet3
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

new-policy
enabled

Class-map (qos):
class-default (match-any)
59610700 packets
set prec 5
Vethernet5
Service-policy (qos) output:
policy statistics status:

new-policer
enabled

Class-map (qos):
new-class (match-all)
344661013 packets
Match: precedence 5
police cir 900 mbps bc 200 ms
conformed 505953339796 bytes, 899924196 bps action: transmit
violated 12285218014 bytes, 22283000 bps action: drop

この例では、特定のインターフェイス上に、グローバル統計情報のステータスと設定済みのポリ
シー マップを表示する方法を示します。
switch(config)# show policy-map interface vethernet 3
Global statistics status :

enabled

Vethernet3
Service-policy (qos) input:
policy statistics status:

policy-protoacl
enabled

Class-map (qos):
class-protoacl (match-any)
132 packets
Match: access-group protoacl
132 packets
set qos-group 100

標準
この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準の
サポートは変更されていません。
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MIB
MIB

MIB のリンク

CISCO-PROCESS-MIB

MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセ
スしてください。http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/
cmtk/mibs.shtml

RFC
この機能によってサポートされている RFC はありません。

シスコのテクニカル サポート
TAC のホームページには、3 万ページに及ぶ検索可能な技術情報があります。製品、テクノロ
ジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンクもあります。Cisco.com に登録
済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできます。
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

QoS 統計情報の機能履歴
ここでは、QoS 統計情報のリリース履歴を示します。
機能名

リリース

機能情報

QoS 統計情報

5.2(1)SM1(5.1)

この機能が導入されました

Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V QoS コンフィギュレーション ガイド、リリース 5.x
59

QoS 統計情報のモニタリング
QoS 統計情報の機能履歴

Microsoft Hyper-V 向け Cisco Nexus 1000V QoS コンフィギュレーション ガイド、リリース 5.x
60

