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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。

シングルレートおよびデュアルレート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）の両方を監視します。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。
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ポリサーの詳細については、RFC 2697および RFC 2698を参照してください。

ポリシングのライセンス要件
次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

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

NX-OSイメージにバンドルされており、無料で
提供されます。NX-OSライセンス方式の詳細に
ついては、『CiscoNX-OS LicensingGuide』を参
照してください。

Cisco NX-OS

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について理解している。

•デバイスにログインしている。

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。

•リリース 7.0(3)I2(1)以降、入力および出力ポリシングは Cisco Nexus 3100シリーズプラット
フォームでのみサポートされ、Cisco Nexus 3000シリーズプラットフォームではサポートさ
れません。

•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。

◦ VLANに適用されるポリサー。

•入力方向の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。

• set qos-groupコマンドは入力ポリシーでのみ使用できます。

•出力 RACLと出力 QoSがともに適用される場合、統計情報は、両方ではなく、どちらか一
方にのみ有効にできます。
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• ToR（トップオブラック）プラットフォーム上の ALEアップリンクポートの出力 QoSポリ
シーはサポートされません。

•出力 QoSを使用する場合は、データトラフィックに排他的に一致する適切な一致基準を使
用することを推奨します（permit ip any anyのような一致基準は使用しないでください）。

ポリシングの設定
シングルレートまたはデュアルレートのポリサーを設定できます。

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
デバイスによって作成されるポリサーのタイプは、policeコマンドの引数の組み合わせに基づきま
す。これらのコマンド引数について、次の「policeコマンドの引数」表で説明します。

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に同じ値を指定する必要がありま
す。

（注）

1レート 2カラーのポリサー（違反のマークダウンアクションあり）はサポートされません。（注）

同じポリサー対応のQoSポリシーがCiscoNexus 3000シリーズスイッチの複数の入力インター
フェイスに適用される場合は、qos qos-policies statisticsコマンドを有効化する必要があります。
そうでない場合、ポリサーエントリがインターフェイス間で共有され、集約ポリシングにな

ります。コマンドqos qos-policies statisticsにより、入力インターフェイスごとに個別のポリサー
エントリが有効化されるとともに、ポリサーの統計情報が有効化されます。

（注）

表 1：police コマンドの引数

説明引数

ビットレートまたはリンクレートの割合とし

て指定される認定情報レート（必要な帯域

幅）。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。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
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説明引数

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

トです。

bc

PIRビットレートまたはリンクレートの割合と
して指定される最大情報レート。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 bps～ 480Gbps
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す。

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
「conformに対するポリサーアクション」表に
示されている setコマンドの 1つです。デフォ
ルトは transmitです。

conform

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

フォルトは廃棄です。

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。デフォルトは廃棄です。

violate

前述の「policeコマンドの引数」表の引数はすべて省略可能ですが、cirの値を指定する必要があ
ります。ここでは、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。これらの引数と、その結果得られるポリサーのタイプとアクションの組み合わせ

を、以下の「police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」表に示します。
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表 2：police 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, conform; else violate1レート、2カラーcir（ただし pir、be、また
は violateはなし）

<= cir, conform; <= pir, exceed; else violate2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を、次の「Exceedまたは Violateに対するポリサーアクション」
表と「conformに対するポリサーアクション」表で説明します。

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のみ使用できま

す。

drop

CoSを設定し、パケットを送信します。set-cos-transmit

DSCPを設定し、パケットを送信します。set-dscp-transmit

precedenceを設定し、パケットを送信します。set-prec-transmit

qos-groupを設定し、パケットを送信します。set-qos-transmit

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
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説明Action

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

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

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については、「マーキングの設定」

の項を参照してください。

（注）

policeコマンドで使用されるデータレートについて、次の「policeコマンドのデータレート」表
で説明します。

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

policeコマンドで使用されるバーストサイズについて、次の「policeコマンドのバーストサイズ」
表で説明します。
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表 6：police コマンドのバーストサイズ

説明速度

バイトbytes

1,000バイトkbytes

1,000,000バイトmbytes

ミリ秒ms

マイクロ秒us

.

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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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

policy-map [type qos] [match-first]
[policy-map-name]

例：
switch(config)# policy-map
policy1
switch(config-pmap-qos)#

ステップ 2   

リシーマップモードを開始します。ポリシーマッ

プ名には、アルファベット、ハイフン、またはアン

ダースコア文字を含めることができます。ポリシー

マップ名は大文字と小文字が区別され、最大 40文
字まで設定できます。

class-map-nameへの参照を作成し、ポリシーマッ
プクラスコンフィギュレーションモードを開始し

class [type qos] {class-map-name |
class-default}
[insert-beforebefore-class-name]

ステップ 3   

ます。insert-beforeを使用して前に挿入するクラス

例：
switch(config-pmap-qos)# class
class-default
switch(config-pmap-c-qos)#

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以下の場

police [cir] {committed-rate
[data-rate] | percentcir-link-percent}
[bccommitted-burst-rate

ステップ 4   

合は、conformアクションが実行されます。beお
[link-speed]][pir] {peak-rate

よび pirを指定していない場合は、すべてのトラ[data-rate] | percentcir-link-percent}
フィックが violateアクションを実行します。beま[bepeak-burst-rate [link-speed]]
たはviolateを指定した場合は、データレートがpir
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目的コマンドまたはアクション

以下ならば 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

[conform {transmit |
set-prec-transmit |
set-dscp-transmit | set-cos-transmit ションについては、「Exceedまたは Violateに対す
| set-qos-transmit} [exceed {drop}
[violate {drop}]]}

るポリサーアクション」表と「conformに対するポ
リサーアクション」表で説明します。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」表と「policeコマンドのバースト
サイズ」表で説明します。

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。

exit

例：
switch(config-pmap-c-qos)# exit
switch(config-pmap-qos)#

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。

exit

例：
switch(config-pmap-qos)# exit
switch(config)#

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。

show policy-map [type qos]
[policy-map-name | qos-dynamic]

例：
switch(config)# show policy-map

ステップ 7   

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップコンフィギュレーションに保存します。

copy running-config startup-config

例：
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

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キーワードまたは outputキーワードを指定します。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（MQC）の使用」の項を参照してください。

出力QoSのために、TCAMリージョンを hardware access-list tcam region [e-qos | e-qos-lite | e-ipv6-qos
| e-mac-qos] tcam-sizeコマンドで指定できます。
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e-qos-liteリージョンはシングル幅ですが、出力 QoSのためのすべての TCAMリージョンはダ
ブル幅です。

（注）

出力 QoSおよび TCAMリージョンに関する注記

•ダブル幅の TCAMを使用している場合は、ポリシングアクションに関して、違反統計情報
および非違反統計情報のみがサポートされます。

•シングル幅のTCAM（e-qos-lite）を使用している場合は、ポリシングアクションに関して、
非違反統計情報のみがサポートされます。

•オプションの no-statsキーワードが使用されており、ポリシーが共有されている場合は、統
計情報が無効になります（該当する場合）。

•出力 QoSポリシーに関しては、set qos-groupコマンドはサポートされません。

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。マークダウンポリシン
グを設定するには、「ExceedまたはViolateに対するポリサーアクション」表と「conformに対す
るポリサーアクション」表で説明するポリシングアクションの setコマンドを使用します。

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に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。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

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

policy-map [type qos]
[match-first] [policy-map-name]

例：
switch(config)# policy-map
policy1
switch(config-pmap-qos)#

ステップ 2   

シーマップモードを開始します。ポリシーマップ

名には、アルファベット、ハイフン、またはアン

ダースコア文字を含めることができます。ポリシー

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

class-nameへの参照を作成し、ポリシーマップクラ
スコンフィギュレーションモードを開始します。

class [type qos] {class-name |
class-default}
[insert-beforebefore-class-name]

ステップ 3   

insert-beforeを使用して前に挿入するクラスを指定

例：
switch(config-pmap-qos)# class
class-default
switch(config-pmap-c-qos)#

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以下の場

police [cir] {committed-rate
[data-rate] |
percentcir-link-percent} [[bc |

ステップ 4   

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

びpirを指定していない場合は、すべてのトラフィッ| peak-burst] peak-burst-rate
クが violateアクションを実行します。beまたは[link-speed]]
violateを指定した場合は、データレートが pir以下[conformconform-action [exceed
ならば exceedアクションが実行され、それ以外なら[violate drop set dscp dscp

tablepir-markdown-map]]} ばviolateアクションが実行されます。アクションに
ついては、「ExceedまたはViolateに対するポリサー
アクション」表と「conformに対するポリサーアク
ション」表で説明します。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」
表と「policeコマンドのバーストサイズ」表で説明
します。

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。

exit

例：
switch(config-pmap-c-qos)#
exit
switch(config-pmap-qos)#

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。

exit

例：
switch(config-pmap-qos)# exit
switch(config)#

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。

show policy-map [type qos]
[policy-map-name]

例：
switch(config)# show
policy-map

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップコンフィギュレーションに保存します。

copy running-config
startup-config

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

ステップ 8   

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、次のいずれかの作業を行います。

目的コマンド

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

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

Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS QoS コンフィギュレーションガイド、リリース 7.x    
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