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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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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。

説明クラス基準

IEEE802.1Qヘッダー内のサービスクラス（CoS）フィールド。CoS

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値を参照してください。

IP precedence

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値を参照してくだ
さい。

Diffservコードポイント
（DSCP）

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。

QoSグループ

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。
廃棄クラス

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。

ACL

レイヤ 3パケット長のサイズ範囲パケット長

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。

IP RTP

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。クラスマップ
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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。

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。

（注）

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

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   

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

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

ステップ 2   

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。

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。

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

ステップ 3   

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。

（注）

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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値およびIP precedence値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   

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。

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

ステップ 2   

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。

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

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

ステップ 3   

値については、一般によく使用されるDSCP値およびIP
precedence値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。

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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
switch(config-cmap-qos)# match dscp af21 af32

Type qos class-maps
====================
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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値およびIP precedence値の表にあります。

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   

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。

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

ステップ 2   

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。

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。

説明値

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

ステップ 3   

ルーチンまたはベストエフォート000 (0)

プライオリティ001 (1)

即時010 (2)

フラッシュ（主に音声シグナリングまた

はビデオに使用）

011 (3)

フラッシュオーバーライド100 (4)

クリティカル（主に音声 RTPに使用）101 (5)
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目的コマンドまたはアクショ

ン

説明値

インターネット110 (6)

ネットワーク111 (7)

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。

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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。

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。

（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   

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

ステッ

プ 2   
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。

QoSグループ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

switch(config-cmap-qos)#match [not]
qos-groupmulti-range-qos-group-values

ステッ

プ 3   
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。

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。

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

ステッ

プ 4   

（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。

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

ステッ

プ 5   

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
====================

class-map type qos match-all class_qos_group
match qos-group 4,80-90

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

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。

（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   

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

ステッ

プ 2   
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。

廃棄クラス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

switch(config-cmap-qos)#match [not]
discard-classmulti-range-discard-group-values

ステッ

プ 3   
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。

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。

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

ステッ

プ 4   

（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

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

ステッ

プ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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。

この機能は IPパケットだけが対象です。（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   

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

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

ステップ 2   

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。

各種のパケット長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。値の範

switch(config-cmap-qos)#
match [not]
packet-lengthpacket-length-list

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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。

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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。

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   

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。

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

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

ステップ 3   

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。

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。

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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

IP Real-time Transport Protocol（RTP）分類の設定
IPReal-timeTransport 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。
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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   

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。

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

ステップ 2   

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。

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。

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

ステップ 3   

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。

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。

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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
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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

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   

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。

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

ステップ 2   

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。

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

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

ステップ 3   

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。
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目的コマンドまたはアクション

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。

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

ステップ 4   

（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。

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

ステップ 5   

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。

説明コマンド

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 class-map 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。

show ip access-lists name
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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。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました5.2(1)SM1(5.1)QoS分類
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