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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

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。
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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 1：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。

説明フィールド

レイヤ 3の DiffServコードポイント（DSCP）。

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

（注）

DSCP

レイヤ 3の IP precedence。

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

（注）

IP Precedence

レイヤ 2サービスクラス（CoS）。CoS

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。

QoSグループ

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。

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。

（注）

廃棄クラス
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説明フィールド

テーブルマップをマーキングに使用する方式。Using Table Maps

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。

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。
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• 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値およびIP
precedence値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

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。

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

ステップ 2   

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。

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

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

ステップ 3   

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。

指定したクラスのすべての IPヘッダー内で使用するDSCP
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。

switch (config-pmap-c-qos)#
set dscpvalue

ステップ 4   

1～ 60の数値か、一般によく使用されるDSCP値およびIP
precedence値の標準値のいずれかを使用できます。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

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。

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

ステップ 5   

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

ステップ 6   

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 policy1
switch(config-pmap)# class class1
switch(config-pmap-c-qos)# set dscp af31
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map policy1
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map policy
Type qos policy-maps
====================

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。

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。

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

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。

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

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

ステッ

プ 3   
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。

指定したクラスのすべての IPヘッダー内で使用する
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。

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

ステッ

プ 4   

次の表に示すように、0～ 7の数値を使用できます。

説明値

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)

指定したマップ名に対するポリシーマップ設定を表示しま

す。

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

ステッ

プ 5   

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

ステッ

プ 6   

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 policy1
switch(config-pmap)# class class1
switch(config-pmap-c-qos)# set precedence 3
switch(config-pmap-c-qos)# show policy-map policy1
Type qos policy-maps
====================

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。

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。
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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。

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

ステップ 2   

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。

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

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

ステップ 3   

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。

CoS値を cos-valueに設定します。値の範囲は0～7です。
このコマンドは出力ポリシーだけで使用できます。

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

ステップ 4   

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。

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

ステップ 5   

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

ステップ 6   
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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

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。

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

ステップ 2   

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。

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

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

ステップ 3   

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。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

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。

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

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

ステップ 4   

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。

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

ステップ 5   

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

ステップ 6   

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

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。
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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, （3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。

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

ステッ

プ 2   

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。

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

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

ステッ

プ 3   
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。
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目的コマンドまたはアクション

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

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

ステッ

プ 4   

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。

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

ステッ

プ 5   

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

ステッ

プ 6   

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。

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。

（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   

指定したイーサネット/vEthernetインターフェイスま
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。

次のいずれかのコマンドを入

力します。

ステップ 2   

• switch (config)# interface
type number

• switch (config)#
port-profile name

（任意） インターフェイスまたはポートプロファイ

ルの入力または出力パケットに追加されるポリシー

マップ名を付加します。

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。

（注）

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

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

ステップ 3   

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。

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。

switch(config-if)# show
policy-map policy-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-if)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

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
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Service-policy (qos) input: policy1
policy statistics status: 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: policy1
policy statistics status: 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。

説明コマンド

ポリシーマップ設定を表示します。show policy-map [type qos]
[namepolicy_map_name]

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 interfacename

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 policy-map interface brief

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。

show running-config ipqos

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

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: policy1
policy statistics status: 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。

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マーキングポリシー
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