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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスしてください。Cisco.comのアカウントは必要ありませ
ん。

QoS の前提条件
標準 QoSを設定する前に、次の事項を十分に理解しておく必要があります。

•使用するアプリケーションのタイプおよびネットワークのトラフィックパターン
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•トラフィックの特性およびネットワークのニーズ。たとえば、ネットワークのトラフィック
がバーストであるかどうか。音声およびビデオストリーム用の帯域幅確保の必要性

•ネットワークの帯域幅要件および速度

•ネットワーク上の輻輳発生箇所

一般的な QoS の注意事項
一般的な QoSの注意事項を次に示します。

• QoSを設定できるのは物理ポートだけです。VLANのレベルではQoSはサポートされていま
せん。

•スイッチで受信された制御トラフィック（スパニングツリーブリッジプロトコルデータユ
ニット（BPDU）やルーティングアップデートパケットなど）には、入力QoS処理がすべて
行われます。

•キュー設定を変更すると、データが失われることがあります。したがって、トラフィックが
最小のときに設定を変更するようにしてください。

QoS の制約事項
以下は、QoSの制約事項を示しています。

•入力キューイングはサポートされません。

•スイッチは 4つのデフォルトの出力キューをサポートし、オプションでさらに 4つの出力を
追加してイネーブルにできます。

•スイッチが LAN Liteイメージを実行している場合、次のことが可能になります。

◦ ACLを設定する。ただし、それを物理インターフェイスに接続することはできません。
ACLをVLANインターフェイスに接続して CPUへのトラフィックをフィルタリングし
ます。

◦インターフェイスレベルで cos信頼だけを有効にする。

◦インターフェイスレベルで SRRシェーピングおよび共有を有効にする。

◦インターフェイスレベルでプライオリティキューイングを有効にする。

◦ mls qos rewrite ip dscpを有効または無効にする。

• Catalyst 2960-Lスイッチは、クラスマップ（class-mapグローバルコンフィギュレーション
コマンド）を使用したトラフィックの分類をサポートしていません。
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QoS の概要

QoS の実装
ネットワークは通常、ベストエフォート型の配信方式で動作します。したがって、すべてのトラ

フィックに等しいプライオリティが与えられ、正しいタイミングで配信される可能性も同じです。

輻輳が発生すると、すべてのトラフィックが等しくドロップされます。

QoS機能を設定すると、特定のネットワークトラフィックを選択し、相対的な重要性に応じてそ
のトラフィックに優先度を指定し、輻輳管理および輻輳回避技術を使用して、優先処理を実行で

きます。ネットワークにQoSを実装すると、ネットワークパフォーマンスがさらに予測しやすく
なり、帯域幅をより効率的に利用できるようになります。

QoSは、インターネット技術特別調査委員会（IETF）の規格である Differentiated Services
（Diff-Serv）アーキテクチャに基づいて実装されます。このアーキテクチャでは、ネットワーク
に入るときに各パケットを分類することが規定されています。

この分類は IPパケットヘッダーに格納され、推奨されない IPタイプオブサービス（ToS）フィー
ルドの6ビットを使用して、分類（クラス）情報として伝達されます。分類情報をレイヤ2フレー
ムでも伝達できます。

Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォームコンフィギュレーション
ガイド

3

QoS の設定
QoS の概要



次の図にレイヤ 2フレームまたはレイヤ 3パケットの特殊ビットを示します。

図 1：フレームおよびパケットにおける QoS 分類レイヤ

レイヤ 2 フレームのプライオリティビット
レイヤ 2 802.1Qフレームヘッダーには、2バイトのタグ制御情報フィールドがあり、上位 3ビッ
ト（ユーザプライオリティビット）で CoS値が伝達されます。レイヤ 2 802.1Qトランクとして
設定されたポートでは、ネイティブ Virtual LAN（VLAN）のトラフィックを除くすべてのトラ
フィックが 802.1Qフレームに収められます。

他のフレームタイプでレイヤ 2 CoS値を伝達することはできません。

レイヤ 2 CoS値の範囲は、0（ロープライオリティ）～ 7（ハイプライオリティ）です。

レイヤ 3 パケットのプライオリティビット
レイヤ 3 IPパケットは、IP precedence値またはDiffservコードポイント（DSCP）値のいずれかを
伝送できます。DSCP値は IP precedence値と下位互換性があるので、QoSではどちらの値も使用
できます。

IP precedence値の範囲は 0～ 7です。DSCP値の範囲は 0～ 63です。
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QoS 基本モデル
QoSを実装するには、スイッチ上でパケットまたはフローを相互に区別し（分類）、パケットが
スイッチを通過するときに所定のQoSを表すラベルを割り当て、設定されたリソース使用率制限
にパケットを適合させ（ポリシングおよびマーキング）、リソース競合が発生する状況に応じて

異なる処理（キューイングおよびスケジューリング）を行う必要があります。また、スイッチか

ら送信されたトラフィックが特定のトラフィックプロファイルを満たすようにする必要もありま

す（シェーピング）。

図 2：QoS 基本有線モデル

入力ポートでのアクション

入力ポートでのアクションには、トラフィックの分類、ポリシング、マーキング、およびスケ

ジューリングがあります。

•パケットとQoSラベルを関連付けて、パケットごとに異なるパスを分類します。スイッチは
パケット内の CoSまたは DSCPを QoSラベルにマッピングして、トラフィックの種類を区
別します。生成された QoSラベルは、このパケットでこれ以降に実行されるすべての QoS
アクションを識別します。

•ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、パケットが適
合か不適合かを判別します。ポリサーは、トラフィックフローで消費される帯域幅を制限し

ます。その判別結果がマーカーに渡されます。

•マーキングでは、パケットが不適合の場合の対処法に関して、ポリサーおよび設定情報を検
討し、パケットの扱い（パケットを変更しないで通過させるか、パケットの QoSラベルを
マークダウンするか、またはパケットをドロップするか）を決定します。

キューイングおよびスケジューリングは、スイッチの出力でのみサポートされ、入力ではサ

ポートされません。

（注）
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出力ポートでのアクション

出力ポートでのアクションには、キューイングおよびスケジューリングがあります。

• 4つの出力キューのどれを使用するかを選択する前に、キューイングでは、QoSパケットラ
ベルおよび対応するDSCPまたは CoS値を評価します。複数の入力ポートが 1つの出力ポー
トに同時にデータを送信すると輻輳が発生することがあるため、WTDを使用してトラフィッ
ククラスを区別し、QoSラベルに基づいてパケットに別々のしきい値を適用します。しきい
値を超過している場合、パケットはドロップされます。

•スケジューリングでは、設定されている SRRの共有重みまたはシェーピング重みに基づい
て、4つの出力キューを処理します。キューの 1つ（キュー 1）は、他のキューの処理前に
空になるまで処理される緊急キューにできます。

マッピングテーブルの概要

QoSを処理している間、すべてのトラフィック（非 IPトラフィックを含む）のプライオリティ
は、分類段階で取得された DSCPまたは CoS値に基づいて、QoSラベルで表されます。

次の表は、QoS処理とマッピングテーブルについて説明しています。

表 1：QoS 処理およびマッピングテーブル

マッピングテーブルの使用QoS 処理段階

分類段階で、QoSは設定可能なマッピングテーブルを使用して、受信され
た CoS、DSCP、または IP precedence値から、対応する DSCPまたは CoS値
を取得します。これらのマップには、CoS/DSCPマップや IP precedence/DSCP
マップなどがあります。

これらのマップを設定するには、mls qos map cos-dscpおよび mls qos map
ip-prec-dscpグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

DSCP信頼状態で設定された入力ポートのDSCP値がQoSドメイン間で異な
る場合は、2つの QoSドメイン間の境界にあるポートに、設定可能な
DSCP/DSCP変換マップを適用できます。

このマップを設定するには、mls qosmapdscp-mutationグローバルコンフィ
ギュレーションコマンドを使用します。

分類

ポリシング段階で、QoSは IPパケットまたは非 IPパケットに別の DSCP値
を割り当てることができます（パケットが不適合で、マークダウン値がポリ

サーによって指定されている場合）。この設定可能なマップは、ポリシング

済み DSCPマップといいます。

このマップを設定するには、mls qos map policed-dscpグローバルコンフィ
ギュレーションコマンドを使用します。

ポリシング
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マッピングテーブルの使用QoS 処理段階

トラフィックがスケジューリング段階に達する前に、QoSは QoSラベルに
従って、出力キューにパケットを格納します。QoSラベルはパケット内の
DSCPまたは CoS値に基づいており、DSCP出力キューしきい値マップまた
は CoS出力キューしきい値マップを使用してキューを選択します。出力の
キューに加えて、QOSラベルはWTDしきい値も識別します。

これらのマップを設定するには、mls qos srr-queue {output} dscp-mapおよ
び mls qos srr-queue {output} cos-mapグローバルコンフィギュレーション
コマンドを使用します。

プレスケジュール

CoS/DSCP、DSCP/CoS、および IP precedence/DSCPマップのデフォルト値は、使用しているネッ
トワークに適する場合と適さない場合があります。

デフォルトの DSCP/DSCP変換マップおよびデフォルトのポリシング済み DSCPマップは、空の
マップです。これらのマップでは、着信した DSCP値が同じ DSCP値にマッピングされます。
DSCP/DSCP変換マップは、特定のポートに適用できる唯一のマップです。その他のすべてのマッ
プはスイッチ全体に適用されます。

関連トピック

DSCPマップの設定, （33ページ）

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

キューイングおよびスケジューリングの概要

スイッチは、輻輳を防ぐために特定の場所にキューがあります。

図 3：スイッチの出力キューの位置
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スイッチはデフォルトで 4つの出力キューをサポートしますが、合計 8つの出力キューを有効
にするオプションがあります。8出力キューの設定はスタンドアロンスイッチでのみサポート
されます。

Catalyst 2960-Lスイッチは、スケジュールラウンドロビン（SRR）をサポートします。加重ラ
ウンドロビン（WRR）はサポートしていません。現在、SRRは wrrコマンドで設定できま
す。srrコマンドではありません。Cisco IOSリリース 15.2(5) E2以降、スイッチ上の wrrコマ
ンドは srrコマンドに変更されます。

（注）

重み付けテールドロップ

出力キューは、重み付けテールドロップ（WTD）と呼ばれるテールドロップ輻輳回避メカニズ
ムの拡張バージョンを使用します。WTDはキュー長を管理したり、トラフィック分類ごとにド
ロップ優先順位を設定したりするために実装されています。

フレームが特定のキューにキューイングされると、WTDはフレームに割り当てられた QoSラベ
ルを使用して、それぞれ異なるしきい値を適用します。この QoSラベルのしきい値を超えると
（宛先キューの空きスペースがフレームサイズより小さくなると）、フレームはドロップされま

す。

各キューには 3つのしきい値があります。QoSラベルは、3つのしきい値のうちのどれがフレー
ムの影響を受けるかを決定します。3つのしきい値のうち、2つは設定可能（明示的）で、1つは
設定不可能（暗示的）です。

次の図は、サイズが 1000フレームであるキューでのWTDの動作の例を示しています。ドロップ
割合は次のように設定されています。40%（400フレーム）、60%（600フレーム）、および100%
（1000フレーム）です。これらのパーセンテージは、40%しきい値の場合は最大 400フレーム、
60%しきい値の場合は最大 600フレーム、100%しきい値の場合は最大 1000フレームをキューイ
ングできるという意味です。

図 4：WTD およびキューの動作

この例では、CoS値 6および 7は他の CoS値よりも重要度が高く、100%ドロップしきい値に割
り当てられます（キューフルステート）。CoS値 4および 5は 60%しきい値に、CoS値 0～ 3は
40%しきい値に割り当てられます。

   Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォームコンフィギュレーショ
ンガイド

8

QoS の設定
QoS 基本モデル



600個のフレームが格納されているキューに、新しいフレームが着信したとします。このフレー
ムの CoS値は 4および 5で、60%のしきい値が適用されます。このフレームがキューに追加され
ると、しきい値を超過するため、フレームは廃棄されます。

関連トピック

WTDしきい値
キューおよびWTDしきい値, （12ページ）
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出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

次の図は、スイッチの出力ポートのキューイングおよびスケジューリングのフローチャートを示

しています。

図 5：スイッチの出力ポートのキューイングおよびスケジューリングフローチャート
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緊急キューがイネーブルの場合、SRRによって空になるまで処理されてから、他の3つのキュー
が処理されます。

（注）

出力緊急キュー

各ポートは、そのうち 1つ（キュー 1）を出力緊急キューにできる、4つの出力キューをサポート
しています。これらのキューはキューセットに割り当てられます。スイッチに存在するすべての

トラフィックは、パケットに割り当てられた QoSラベルに基づいて、これらの 4つのキューのい
ずれかを通過し、しきい値の影響を受けます。

緊急キューがイネーブルの場合、SRRによって空になるまで処理されてから、他の3つのキュー
が処理されます。

（注）

出力キューのバッファ割り当て

次の図は、出力キューのバッファを示しています。

バッファスペースは共通プールと専用プールで構成されます。スイッチはバッファ割り当て方式

を使用して、出力キューごとに最小バッファサイズを確保します。これにより、いずれかのキュー

またはポートがすべてのバッファを消費して、その他のキューのバッファが不足することがなく

なり、要求元のキューにバッファスペースを割り当てるかどうかが制御されます。スイッチは、

ターゲットキューが予約量を超えるバッファを消費していないかどうか（アンダーリミット）、

その最大バッファをすべて消費したかどうか（オーバーリミット）、共通のプールが空（空きバッ

ファがない）か空でない（空きバッファ）かを判断します。キューがオーバーリミットでない場

合は、スイッチは予約済みプールまたは共通のプール（空でない場合）からバッファスペースを

割り当てることができます。共通のプールに空きバッファがない場合や、キューがオーバーリミッ

トの場合、スイッチはフレームをドロップします。

図 6：出力キューのバッファ割り当て
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バッファおよびメモリの割り当て

バッファのアベイラビリティの保証、ドロップしきい値の設定、およびキューセットの最大メモ

リ割り当ての設定を行うには、mls qos queue-set output qset-id threshold queue-id drop-threshold1
drop-threshold2 reserved-threshold maximum-threshold グローバルコンフィギュレーションコマンド
を使用します。各しきい値はキューに割り当てられたメモリの割合です。このパーセント値を指

定するには、mls qos queue-set output qset-id buffers allocation1 ... allocation4グローバルコンフィ
ギュレーションコマンドを使用します。割り当てられたすべてのバッファの合計が専用プールに

なります。残りのバッファは共通プールの一部になります。

バッファ割り当てを行うと、ハイプライオリティトラフィックを確実にバッファに格納できま

す。たとえば、バッファスペースが 400の場合、バッファスペースの 70%をキュー 1に割り当
てて、10%をキュー 2～ 4に割り当てることができます。キュー 1には 280バッファが割り当て
られ、キュー 2～ 4にはそれぞれ 40バッファが割り当てられます。

割り当てられたバッファをキューセット内の特定のキュー用に確保するよう保証できます。たと

えば、キュー用として 100バッファがある場合、50%（50バッファ）を確保できます。残りの 50
バッファは共通プールに戻されます。また、最大しきい値を設定することにより、いっぱいになっ

たキューが確保量を超えるバッファを取得できるようにすることもできます。共通プールが空で

ない場合、必要なバッファを共通プールから割り当てることができます。

スイッチはデフォルトで 4つの出力キューをサポートしますが、合計 8つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになったら、8つすべてのキューのしきい値およびバッファを設定で
きます。8出力キューの設定はスタンドアロンスイッチでのみサポートされます。

（注）

キューおよび WTD しきい値

スイッチを通過する各パケットをキューおよびしきい値に割り当てることができます。

特に、出力キューにはDSCPまたはCoS値、しきい値 IDにはDSCPまたはCoS値をそれぞれマッ
ピングします。mls qos srr-queue output dscp-map queue queue-id {dscp1...dscp8 | threshold threshold-id
dscp1...dscp8}または mls qos srr-queue output cos-map queue queue-id {cos1...cos8 | threshold
threshold-id cos1...cos8}グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。DSCP出力
キューしきい値マップおよび CoS出力キューしきい値マップを表示するには、show mls qos maps
特権 EXECコマンドを使用します。

キューはWTDを使用して、トラフィッククラスごとに異なるドロップ割合をサポートします。
各キューには 3つのドロップしきい値があります。そのうちの 2つは設定可能（明示的）なWTD
しきい値で、もう 1つはキューフルステートに設定済みの設定不可能（暗示的）なしきい値で
す。しきい値 ID 1および ID 2用の 2つのWTDしきい値割合を割り当てます。しきい値 ID 3のド
ロップしきい値は、キューフルステートに設定済みで、変更できません。キューセットにポート

をマッピングするには、queue-set qset-idインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを
使用します。WTDしきい値の割合を変更するには、キューセット設定を変更します。
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スイッチはデフォルトで 4つの出力キューをサポートしますが、合計 8つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになったら、8つすべてのキューのしきい値およびバッファを設定で
きます。8出力キューの設定はスタンドアロンスイッチでのみサポートされます。

（注）

関連トピック

重み付けテールドロップ, （8ページ）

シェーピングモードまたは共有モード

SRRは、シェーピングモードまたは共有モードでキューセットを処理します。キューセットに
ポートをマッピングするには、queue-set qset-idインターフェイスコンフィギュレーションコマ
ンドを使用します。ポートに共有重みまたはシェーピング重みを割り当てるには、srr-queue
bandwidth share weight1 weight2 weight3 weight4または ssrr-queue bandwidth shape weight1 weight2
weight3 weight4インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用します。

バッファ割り当てと SRR重み比率を組み合わせることにより、パケットがドロップされる前に
バッファに格納して送信できるデータ量が制御されます。重みの比率は、SRRスケジューラが各
キューからパケットを送信する頻度の比率です。

緊急キューがイネーブルでない限り、4つのキューはすべて SRRに参加し、この場合、1番めの
帯域幅重みは無視されて比率計算に使用されません。緊急キューはプライオリティキューであ

り、他のキューのサービスが提供される前に空になるまでサービスを提供します。緊急キューを

イネーブルにするには、priority-queueoutインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを
使用します。

ここに記載されたコマンドを組み合わせると、特定の DSCPまたは CoSを持つパケットを特定の
キューに格納したり、大きなキューサイズを割り当てたり、キューをより頻繁に処理したり、プ

ライオリティが低いパケットがドロップされるようにキューのしきい値を調整したりして、トラ

フィックのプライオリティを設定できます。

出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。出力キューについて十分理

解したうえで、この設定がユーザのQoSソリューションを満たさないと判断した場合に限り、
設定を変更してください。

（注）
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スイッチはデフォルトで 4つの出力キューをサポートしますが、合計 8つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになると、8つすべてのキューのしきい値、バッファ、帯域幅の共有
重みおよび帯域幅シェーピング重みを設定できます。8出力キューの設定はスタンドアロンス
イッチでのみサポートされます。

（注）

関連トピック

出力キューの特性の設定, （41ページ）

SRRのシェーピングおよび共有

パケットの変更

QoSを設定するには、パケットの分類、ポリシング、キューイングを行います。QoSを提供する
プロセス中に次のパケットの変更が発生することがあります。

• IPパケットおよび非 IPパケットの分類では、受信パケットのDSCPまたはCoSに基づいて、
パケットにQoSラベルが割り当てられます。ただし、この段階ではパケットは変更されませ
ん。割り当てられた DSCPまたは CoS値の指定のみがパケットとともに伝達されます。

•ポリシング中は、IPおよび非 IPパケットに別の DSCPを割り当てることができます（これ
らのパケットが不適合で、ポリサーがマークダウン DSCPを指定している場合）。この場合
も、パケット内の DSCPは変更されず、マークダウン値の指定がパケットとともに伝達され
ます。IPパケットの場合は、この後の段階でパケットが変更されます。非 IPパケットの場
合は、DSCPが CoSに変換され、キューイングおよびスケジューリングの決定に使用されま
す。

•フレームに割り当てられたQoSラベル、および選択された変換マップに応じて、フレームの
DSCPおよびCoS値が書き換えられます。テーブルマップを設定しない場合、および着信フ
レームの DSCPを信頼するようにポートが設定されている場合、フレーム内の DSCP値は変
更されませんが、CoSは、DSCP/CoSマップに基づいて書き換えられます。着信フレームの
CoSを信頼するようにポートが設定されていて、着信フレームが IPパケットの場合、フレー
ム内の CoS値は変更されないで、CoS/DSCPマップに従って DSCPが変更されることがあり
ます。

入力変換が行われると、選択された新しい DSCP値に応じて DSCPが書き換えられます。

標準 QoS のデフォルト設定
標準 QoSはデフォルトでディセーブルになっています。

パケットが変更されないため、信頼できるポートまたは信頼できないポートといった概念はあり

ません。パケット内の CoS、DSCP、および IP precedence値は変更されません。
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トラフィックは Pass-Throughモードでスイッチングされます。パケットは書き換えられることな
くスイッチングされ、ポリシングなしのベストエフォートに分類されます。

mls qosグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して QoSを有効にし、その他のすべ
てのQoS設定がデフォルトである場合、トラフィックはポリシングを伴わないベストエフォート
型として分類されます（DSCPおよび CoS値は 0に設定されます）。ポリシーマップは設定され
ません。すべてのポート上のデフォルトポートの信頼性は、信頼性なし（untrusted）の状態です。

関連トピック

QoSのグローバルなイネーブル化, （21ページ）

出力キューのデフォルト設定, （15ページ）

出力キューのデフォルト設定

次の表は、出力キューのデフォルト設定について説明しています。

スイッチはデフォルトで 4つの出力キューをサポートしますが、合計 8つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになったら、8つすべてのキューのしきい値およびバッファを設定で
きます。8出力キューの設定はスタンドアロンスイッチでのみサポートされます。

（注）

次の表は、QoSがイネーブルの場合の各キューセットに対するデフォルトの出力キューを示して
います。すべてのポートはキューセット 1にマッピングされます。ポートの帯域幅限度は 100%
に設定され、レートは制限されません。SRRシェーピング重み（絶対）機能では、ゼロのシェー
ピング重みはキューが共有モードで動作していることを示しています。SRR共有重み機能では、
帯域幅の 4分の 1が各キューに割り当てられます。

表 2：出力キューのデフォルト設定

キュー 4キュー 3キュー 2キュー 1機能

25%25%25%25%バッファ割り当て

100%100%200%100%WTDドロップしきい値 1

100%100%200%100%WTDドロップしきい値 2

50%50%50%50%予約済みしきい値

400%400%400%400%最大しきい値

00025SRRシェーピング重み（絶
対）
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キュー 4キュー 3キュー 2キュー 1機能

25252525SRR共有重み

次の表は、QoSがイネーブルの場合のデフォルトの CoS出力キューしきい値マップを示していま
す。

表 3：デフォルトの CoS 出力キューしきい値マップ

キュー ID-しきい値 IDCoS 値

2 - 10、1

3 - 12、3

4 - 14

1 - 15

4 - 16、7

次の表は、QoSがイネーブルの場合のデフォルトの DSCP出力キューしきい値マップを示してい
ます。

表 4：デフォルトの DSCP 出力キューしきい値マップ

キュー ID-しきい値 IDDSCP 値

2 - 10～ 15

3 - 116～ 31

4 - 132～ 39

1 - 140～ 47

4 - 148～ 63

次の表に、mls qos srr-queue output queues 8 コマンドを使用して 8出力キュー設定がイネーブル
になる場合のデフォルトの出力キューの設定を示します。
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表 5：8 出力キューのデフォルト設定

キュー 8キュー 7キュー 6キュー 5キュー 4キュー 3キュー 2キュー 1機能

1010101010103010バッファ

割り当て

1001001001001001001600100WTDド
ロップし

きい値 1

1001001001001001002000100WTDド
ロップし

きい値 2

100100100100100100100100予約済み

しきい値

4004004004004004002400400最大しき

い値

000000025SRR
シェーピ

ング重み

2525252525252525SRR共
有重み

次の表に、mls qos srr-queue output queues 8 コマンドを使用して 8出力キューコンフィギュレー
ションが有効になっておりQoSが有効な場合の、デフォルトのCoS出力キューしきい値マップを
示します。

表 6：デフォルトの CoS 出力 8 キューしきい値マップ

4 出力キューマッピン
グ

しきい値 ID出力キューCoS

2120

2131

3142

3153

4164
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4 出力キューマッピン
グ

しきい値 ID出力キューCoS

1115

4176

4187

次の表に、mls qos srr-queue output queues 8 コマンドを使用して 8出力キューコンフィギュレー
ションが有効になっており QoSが有効な場合の、デフォルトの DSCP出力キューしきい値マップ
を示します。

表 7：デフォルトの DSCP 出力 8 キューしきい値マップ

4 出力キューマッピン
グ

しきい値 ID出力キューDSCP

2120～ 7

2138～ 15

31416～ 23

31524～ 31

41632～ 39

11140～ 47

41748～ 55

41856～ 63

関連トピック

QoSのグローバルなイネーブル化, （21ページ）

標準 QoSのデフォルト設定, （14ページ）

マッピングテーブルのデフォルト設定

デフォルトのDSCP/DSCP変換マップは、着信DSCP値を同じDSCP値にマッピングするヌルマッ
プです。
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デフォルトのポリシング済み DSCPマップは、着信 DSCP値を同じ DSCP値にマッピングする
（マークダウンしない）空のマップです。

関連トピック

デフォルトの CoS/DSCPマップ, （19ページ）

デフォルトの IP Precedence/DSCPマップ, （20ページ）

デフォルトの DSCP/CoSマップ, （20ページ）

DSCP マップ

デフォルトの CoS/DSCP マップ
CoS/DSCPマップを使用して、着信パケットの CoS値を、QoSがトラフィックのプライオリティ
を表すために内部使用するDSCP値にマッピングします。次の表に、デフォルトのCoS/DSCPマッ
プを示します。これらの値が使用しているネットワークに適さない場合は、値を変更する必要が

あります。

表 8：デフォルトの CoS/DSCP マップ

DSCP 値CoS 値

00

81

162

243

324

405

486

567

関連トピック

マッピングテーブルのデフォルト設定, （18ページ）

CoS/DSCPマップの設定, （33ページ）

ポリシング済み DSCPマップの設定, （36ページ）
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デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ
着信パケットの IP precedence値を、QoSがトラフィックのプライオリティを表すために内部使用
するDSCP値にマッピングするには、IPprecedence/DSCPマップを使用します。次の表は、デフォ
ルトの IP Precedence/DSCPマップを示しています。これらの値が使用しているネットワークに適
さない場合は、値を変更する必要があります。

表 9：デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ

DSCP 値IP precedence 値

00

81

162

243

324

405

486

567

関連トピック

マッピングテーブルのデフォルト設定, （18ページ）

IP precedence/DSCPマップの設定, （34ページ）

ポリシング済み DSCPマップの設定, （36ページ）

デフォルトの DSCP/CoS マップ
4つの出力キューのうち 1つを選択するために使用されるCoS値を生成するには、DSCP/CoSマッ
プを使用します。次の表に、デフォルトの DSCP/CoSマップを示します。これらの値が使用して
いるネットワークに適さない場合は、値を変更する必要があります。

表 10：デフォルトの DSCP/CoS マップ

CoS 値DSCP 値

00～ 7

18～ 15
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CoS 値DSCP 値

216～ 23

324～ 31

432～ 39

540～ 47

648～ 55

756～ 63

関連トピック

マッピングテーブルのデフォルト設定, （18ページ）

DSCP/CoSマップの設定, （37ページ）

ポリシング済み DSCPマップの設定, （36ページ）

QoS の設定方法

QoS のグローバルなイネーブル化
デフォルトでは、QoSはスイッチ上でディセーブルに設定されています。

QoSをイネーブルにするために次の手順が必要です。

手順の概要

1. configure terminal
2. mls qos
3. end
4. show mls qos
5. copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

ステップ 1   

QoSをグローバルにイネーブルにします。mls qos

例：

Switch(config)# mls qos

ステップ 2   

QoSは、次の関連トピックのセクションで説明されてい
るデフォルト設定で動作します。

QoSをディセーブルにするには、 no mls qos
グローバルコンフィギュレーションコマンド

を使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

QoSの設定を確認します。show mls qos

例：

Switch# show mls qos

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存

します。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 5   

startup-config

関連トピック

標準 QoSのデフォルト設定, （14ページ）

出力キューのデフォルト設定, （15ページ）

物理ポートでの VLAN ベースの QoS のイネーブル化
デフォルトでは、VLANベースの QoSはスイッチにあるすべての物理ポートでディセーブルで
す。スイッチポートで VLANベースの QoSをイネーブルにできます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interface interface-id
3. mls qos vlan-based
4. end
5. show mls qos interface interface-id
6. copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ステップ 1   

物理ポートを指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet 1/0/1

ポートでVLANベースのQoSをイネーブルにします。mls qos vlan-based

例：

Switch(config-if)# mls qos vlan-based

ステップ 3   

物理ポートでVLANベースのQoSをディセー
ブルにする場合は、nomls qos vlan-based イ
ンターフェイスコンフィギュレーションコ

マンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

VLANベースのQoSが物理ポートでイネーブルかどう
かを確認します。

show mls qos interface interface-id

例：

Switch# show mls qos interface

ステップ 5   

gigabitethernet 1/0/1
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保

存します。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 6   

startup-config

QoS ポリシーの設定
QoSポリシーを設定するには、次のタスクが必要です。

•トラフィックのクラスへの分類

•各トラフィッククラスに適用するポリシーの設定

•ポートへのポリシーの付加

ここでは、トラフィックを分類、ポリシング、マーキングする方法について説明します。ネット

ワーク設定に応じて、この項のモジュールの 1つ以上を実行します。

関連トピック

ポリシングおよびマーキングの概要

分類の概要

ACL を使用したトラフィックの分類
IPv4標準 ACLS、IPv4拡張 ACLまたは IPv6 ACLを使用して IPトラフィックを分類できます。

非 IPトラフィックの分類はレイヤ 2 MAC ACLでできます。

IPv4 トラフィック用の IP 標準 ACL の作成

はじめる前に

この作業を実行する前に、QoS設定のために使用するアクセスリストを決定します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. access-list access-list-number {deny | permit} source [source-wildcard]
3. end
4. show access-lists
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ステップ 1   

IP標準 ACLを作成し、必要な回数だけコマンドを繰り返します。access-list access-list-number {deny
| permit} source [source-wildcard]

ステップ 2   

• access-list-numberには、アクセスリスト番号を入力します。有
効範囲は 1～ 99および 1300～ 1999です。例：

Switch(config)# access-list 1 • permitキーワードを使用すると、条件が一致した場合に特定の
トラフィックタイプを許可します。denyキーワードを使用すpermit 192.2.255.0 1.1.1.255

ると、条件が一致した場合に特定のトラフィックタイプを拒否

します。

• sourceには、パケットの送信元となるネットワークまたはホス
トを指定します。anyキーワードは 0.0.0.0 255.255.255.255の省
略形として使用できます。

•（任意）source-wildcardには、sourceに適用されるワイルドカー
ドビットをドット付き 10進表記で入力します。無視するビッ
ト位置には 1を設定します。

アクセスリストを作成するときは、アクセスリストの末尾に暗黙の

拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ以前のステートメ

ントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されること

に注意してください。

アクセスリストを削除するには、no access-list
access-list-numberグローバルコンフィギュレーションコマ
ンドを使用します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show access-lists

例：
Switch# show access-lists

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config startup-config

例：

Switch# copy-running-config

ステップ 5   

startup-config

関連トピック

アクセスコントロールリスト

QoS ACLの注意事項
例：ACLによるトラフィックの分類, （56ページ）

IPv4 トラフィック用の IP 拡張 ACL の作成

はじめる前に

この作業を実行する前に、QoS設定のために使用するアクセスリストを決定します。

手順の概要

1. configureterminal
2. access-list access-list-number {deny | permit} protocol source source-wildcard destination

destination-wildcard
3. end
4. show access-lists
5. copy running-config startup-config
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手順の詳細

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。configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 1   

IP拡張 ACLを作成し、必要な回数だけコマンドを繰り返します。access-list access-list-number
{deny | permit} protocol source

ステップ 2   

• access-list-numberには、アクセスリスト番号を入力します。有効範
囲は 100～ 199および 2000～ 2699です。

source-wildcard destination
destination-wildcard

例：

Switch(config)# access-list

• permitキーワードを使用すると、条件が一致した場合に特定のトラ
フィックタイプを許可します。denyキーワードを使用すると、条件
が一致した場合に特定のトラフィックタイプを拒否します。

100 permit ip any any dscp
32 • protocolには、IPプロトコルの名前または番号を入力します。疑問符

（?）を使用すると、使用できるプロトコルキーワードのリストが表
示されます。

• sourceには、パケットの送信元となるネットワークまたはホストを
指定します。ネットワークまたはホストを指定するには、ドット付

き 10進表記を使用するか、source 0.0.0.0 source-wildcard
255.255.255.255の短縮形として anyキーワードを使用するか、また
は source 0.0.0.0を表す hostキーワードを使用します。

• source-wildcardでは、無視するビット位置に1を入力することによっ
て、ワイルドカードビットを指定します。ワイルドカードを指定す

るには、ドット付き 10進表記を使用するか、source 0.0.0.0
source-wildcard 255.255.255.255の短縮形として anyキーワードを使用
するか、または source 0.0.0.0を表す hostキーワードを使用します。

• destinationには、パケットの宛先となるネットワークまたはホストを
指定します。destinationおよび destination-wildcardには、sourceおよ
び source-wildcardでの説明と同じオプションを使用できます。

アクセスリストを作成するときは、アクセスリストの末尾に暗黙の拒否

ステートメントがデフォルトで存在し、それ以前のステートメントで一致

が見つからなかったすべてのパケットに適用されることに注意してくださ

い。

アクセスリストを削除するには、no access-list access-list-number
グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show access-lists

例：
Switch# show access-lists

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config
startup-config

ステップ 5   

例：
Switch# copy-running-config

startup-config

関連トピック

アクセスコントロールリスト

QoS ACLの注意事項
例：ACLによるトラフィックの分類, （56ページ）

IPv6 トラフィック用の IPv6 ACL の作成

はじめる前に

この作業を実行する前に、QoS設定のために使用するアクセスリストを決定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. ipv6 access-list access-list-name
3. {deny | permit} protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address} [operator

[port-number]] {destination-ipv6-prefix/ prefix-length | any | host destination-ipv6-address} [operator
[port-number]] [dscp value] [fragments] [log] [log-input] [routing] [sequence value] [time-range name]

4. end
5. show ipv6 access-list
6. copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

ステッ

プ 1   

IPv6 ACLを定義し、IPv6アクセスリストコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ipv6 access-list access-list-name

例：

Switch(config)# ipv6

ステッ

プ 2   

アクセスリスト名にはスペースまたは引用符を含めることはできません。

また、数字で開始することもできません。
access-list ipv6_Name_ACL

アクセスリストを削除するには、no ipv6 access-list
access-list-numberグローバルコンフィギュレーションコマンド
を使用します。

（注）

条件が一致した場合にパケットを拒否する場合は deny、許可する場合は
permitを入力します。次に、条件について説明します。

{deny | permit} protocol
{source-ipv6-prefix/prefix-length |
any | host source-ipv6-address}

ステッ

プ 3   

protocolには、インターネットプロトコルの名前または番号を入力しま
す。ahp、esp、icmp、ipv6、pcp、stcp、tcp、udp、または IPv6プロトコ
ル番号を表す 0～ 255の整数を使用できます。

[operator [port-number]]
{destination-ipv6-prefix/
prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator

• source-ipv6-prefix/prefix-lengthまたは destination-ipv6-prefix/ prefix-length
は、拒否条件または許可条件を設定する送信元または宛先 IPv6ネッ

[port-number]] [dscp value]
[fragments] [log] [log-input]

トワークあるいはネットワーククラスで、コロン区切りの16ビット
値を使用した 16進形式で指定します（RFC 2373を参照）。

[routing] [sequence value]
[time-range name]

例：

Switch(config-ipv6-acl)#

• IPv6プレフィックス ::/0の短縮形として、anyを入力します。

• host source-ipv6-addressまたは destination-ipv6-addressには、拒否条件
または許可条件を設定する送信元または宛先 IPv6ホストアドレスをpermit ip host 10::1 host

11::2 host
入力します。アドレスはコロン区切りの 16ビット値を使用した 16
進形式で指定します。

•（任意）operatorには、指定のプロトコルの送信元ポートまたは宛先
ポートを比較するオペランドを指定します。オペランドには、lt（よ
り小さい）、gt（より大きい）、eq（等しい）、neq（等しくない）、
range（包含範囲）があります。

source-ipv6-prefix/prefix-length引数のあとの operatorは、送信元ポート
に一致する必要があります。destination-ipv6- prefix/prefix-length引数
のあとの operatorは、宛先ポートに一致する必要があります。

•（任意）port-numberは、0～ 65535の 10進数または TCPあるいは
UDPポートの名前です。TCPポート名を使用できるのは、TCPの
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目的コマンドまたはアクション

フィルタリング時だけです。UDPポート名を使用できるのは、UDP
のフィルタリング時だけです。

•（任意）dscp valueを入力して、各 IPv6パケットヘッダーの Traffic
Classフィールド内のトラフィッククラス値と DiffServコードポイ
ント値を照合します。指定できる範囲は 0～ 63です。

•（任意）fragmentsを入力して、先頭ではないフラグメントを確認し
ます。このキーワードが表示されるのは、プロトコルが IPv6の場合
だけです。

•（任意）logを指定すると、エントリと一致するパケットに関するロ
グメッセージがコンソールに送信されます。log-input を指定する
と、ログエントリに入力インターフェイスが追加されます。ロギン

グはルータ ACLでだけサポートされます。

•（任意）routingを入力して、IPv6パケットのルーティングを指定し
ます。

•（任意）sequence valueを入力して、アクセスリストステートメン
トのシーケンス番号を指定します。指定できる範囲は1～4294967295
です。

•（任意）time-range nameを入力して、拒否または許可ステートメン
トに適用される時間の範囲を指定します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-ipv6-acl)# end

ステッ

プ 4   

アクセスリストの設定を確認します。show ipv6 access-list

例：

Switch# show ipv6

ステッ

プ 5   

access-list

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config
startup-config

ステッ

プ 6   

例：

Switch# copy-running-config
startup-config
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関連トピック

アクセスコントロールリスト

QoS ACLの注意事項
例：ACLによるトラフィックの分類, （56ページ）

QoS ACL IPv6の注意事項

非 IP トラフィック用のレイヤ 2 MAC ACL の作成

はじめる前に

この作業を実行する前に、レイヤ 2のMACアクセスリストが QoS設定に必要であることを決定
します。

手順の概要

1. configure terminal
2. mac access-list extended name
3. {permit | deny} {host src-MAC-addr mask | any | host dst-MAC-addr | dst-MAC-addr mask} [type mask]
4. end
5. show access-lists [access-list-number | access-list-name]
6. copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ステップ 1   

リストの名前を指定することによって、レイヤ 2 MAC ACLを作成
します。

mac access-list extended name

例：

Switch(config)# mac access-list

ステップ 2   

このコマンドを入力すると、拡張MAC ACLコンフィギュレーショ
ンモードに切り替わります。

extended maclist1
アクセスリストを削除するには、 no mac access-list
extended access-list-nameグローバルコンフィギュレーショ
ンコマンドを入力します。

（注）

条件が一致した場合に許可または拒否するトラフィックタイプを指

定します。必要な回数だけコマンドを入力します。

{permit | deny} {host src-MAC-addr
mask | any | host dst-MAC-addr |
dst-MAC-addr mask} [type mask]

ステップ 3   

• src-MAC-addrには、パケットの送信元となるホストのMACア
ドレスを指定します。MACアドレスを指定するには、16進表
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目的コマンドまたはアクション

例：

Switch(config-ext-mac1) # permit

記（H.H.H）を使用するか、source 0.0.0、source-wildcard
ffff.ffff.ffffの短縮形として anyキーワードを使用するか、また
は source 0.0.0を表す hostキーワードを使用します。

0001.0000.0001 • maskでは、無視するビット位置に1を入力することによって、
ワイルドカードビットを指定します。

0.0.0 0002.0000.0001 0.0.0

Switch(config-ext-mac1) # permit • dst-MAC-addrには、パケットの宛先となるホストのMACアド
レスを指定します。MACアドレスを指定するには、16進表記

0001.0000.0002
0.0.0 0002.0000.0002 0.0.0
xns-idp （H.H.H）を使用するか、source 0.0.0、source-wildcard ffff.ffff.ffff

の短縮形として anyキーワードを使用するか、または source
0.0.0を表す hostキーワードを使用します。

•（任意）type maskには、Ethernet IIまたは SNAPでカプセル化
されたパケットのEthertype番号を指定して、パケットのプロト
コルを識別します。typeの範囲は 0～ 65535です。通常は 16進
数で指定します。maskでは、一致をテストする前に Ethertype
に適用される don’t careビットを入力します。

アクセスリストを作成するときは、アクセスリストの末尾に暗黙の

拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ以前のステートメ

ントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されること

に注意してください。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-ext-mac1)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show access-lists [access-list-number
| access-list-name]

ステップ 5   

例：

Switch# show access-lists

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config startup-config

例：

Switch# copy-running-config

ステップ 6   

startup-config
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関連トピック

アクセスコントロールリスト

QoS ACLの注意事項
例：ACLによるトラフィックの分類, （56ページ）

DSCP マップの設定

関連トピック

マッピングテーブルの概要, （6ページ）

CoS/DSCP マップの設定
CoS/DSCPマップを使用して、着信パケットの CoS値を、QoSがトラフィックのプライオリティ
を表すために内部使用する DSCP値にマッピングします。

CoS/DSCPマップを変更するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。この手順は任意
です。

手順の概要

1. configureterminal
2. mls qos map cos-dscp dscp1...dscp8
3. end
4. show mls qos maps cos-dscp
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

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。

configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 1   

CoS/DSCPマップを変更します。mls qos map cos-dscp dscp1...dscp8

例：

Switch(config)# mls qos map

ステップ 2   

dscp1...dscp8には、CoS値 0～ 7に対応する 8つのDSCP
値を入力します。各DSCP値はスペースで区切ります。

DSCPの範囲は 0～ 63です。cos-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45

デフォルトのマップに戻すには、 no mls qos
cos-dscpグローバルコンフィギュレーション
コマンドを使用します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show mls qos maps cos-dscp

例：

Switch# show mls qos maps cos-dscp

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保

存します。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy-running-config

ステップ 5   

startup-config

関連トピック

デフォルトの CoS/DSCPマップ, （19ページ）

QoSドメイン内のポートの信頼状態の設定
例：DSCPマップの設定, （57ページ）

IP precedence/DSCP マップの設定
着信パケットの IP precedence値を、QoSがトラフィックのプライオリティを表すために内部使用
する DSCP値にマッピングするには、IP precedence/DSCPマップを使用します。

IP precedence/DSCPマップを変更するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

手順の概要

1. configureterminal
2. mls qos map ip-prec-dscp dscp1...dscp8
3. end
4. show mls qos maps ip-prec-dscp
5. copy running-config startup-config
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手順の詳細

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。

configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 1   

IP precedence/DSCPマップを変更します。mls qos map ip-prec-dscp dscp1...dscp8

例：

Switch(config)# mls qos map

ステップ 2   

dscp1...dscp8には、IP precedence値 0～ 7に対応する 8
つの DSCP値を入力します。各 DSCP値はスペースで
区切ります。

ip-prec-dscp 10 15 20 25 30 35 40
DSCPの範囲は 0～ 63です。45

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos
ip-prec-dscpグローバルコンフィギュレーショ
ンコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show mls qos maps ip-prec-dscp

例：
Switch# show mls qos maps ip-prec-dscp

ステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保

存します。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy-running-config

ステップ 5   

startup-config

関連トピック

デフォルトの IP Precedence/DSCPマップ, （20ページ）

例：DSCPマップの設定, （57ページ）
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ポリシング済み DSCP マップの設定
ポリシングおよびマーキングアクションによって得られる新しい値に DSCP値をマークダウンす
るには、ポリシング済み DSCPマップを使用します。

デフォルトのポリシング設定 DSCPマップは、着信 DSCP値を同じ DSCP値にマッピングするヌ
ルマップです。

ポリシング済み DSCPマップを変更するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

手順の概要

1. configure terminal
2. mls qos map policed-dscp dscp-list to mark-down-dscp
3. end
4. show mls qos maps policed-dscp
5. copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ステップ 1   

ポリシング済み DSCPマップを変更します。mls qos map policed-dscp dscp-list to
mark-down-dscp

ステップ 2   

• dscp-listには、最大 8つの DSCP値をスペースで区
切って入力します。さらに、toキーワードを入力し
ます。

例：

Switch(config)# mls qos map
• mark-down-dscpには、対応するポリシング設定
（マークダウンされた）DSCP値を入力します。

policed-dscp 50 51 52 53 54 55 56
57 to 0

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos
policed-dscpグローバルコンフィギュレーショ
ンコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show mls qos maps policed-dscp

例：

Switch(config)# show mls qos maps

ステップ 4   

policed-dscp

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存

します。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy-running-config

ステップ 5   

startup-config

関連トピック

デフォルトの CoS/DSCPマップ, （19ページ）

デフォルトの IP Precedence/DSCPマップ, （20ページ）

デフォルトの DSCP/CoSマップ, （20ページ）

例：DSCPマップの設定, （57ページ）

DSCP/CoS マップの設定
4つの出力キューのうち 1つを選択するために使用されるCoS値を生成するには、DSCP/CoSマッ
プを使用します。

特権 EXECモードで開始し、次の手順に従って DSCP/CoSマップを修正します。この手順は任意
です。

手順の概要

1. configureterminal
2. mls qos map dscp-cos dscp-listto cos
3. end
4. show mls qos maps dscp-to-cos
5. copy running-config startup-config
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手順の詳細

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。

configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 1   

DSCP/CoSマップを変更します。mls qos map dscp-cos dscp-listto cos

例：

Switch# mls qos map dscp-cos 0 8

ステップ 2   

• dscp-listには、最大 8つの DSCP値をスペースで区
切って入力します。さらに、toキーワードを入力し
ます。

16 24 32 40 48 50 to 0

• cosには、DSCP値と対応するCoS値を入力します。

DSCPの範囲は 0～ 63、CoSの範囲は 0～ 7です。

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos
dscp-cos グローバルコンフィギュレーション
コマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show mls qos maps dscp-to-cos

例：

Switch# show mls qos maps

ステップ 4   

dscp-to-cos

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存

します。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy-running-config

ステップ 5   

startup-config

関連トピック

デフォルトの DSCP/CoSマップ, （20ページ）

例：DSCPマップの設定, （57ページ）
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DSCP/DSCP 変換マップの設定
2つのQoSドメインで異なるDSCP定義が使用されている場合は、一方のドメインの一連のDSCP
値を変換して、もう一方のドメインの定義に一致させる DSCP/DSCP変換マップを使用します。
DSCP/DSCP変換マップは、QoS管理ドメインの境界にある受信ポートに適用します（入力変換）。

入力変換により、パケットの DSCP値が新しい DSCP値で上書きされ、QoSはこの新しい値をパ
ケットに適用します。スイッチは、新しいDSCP値とともにそのパケットをポートへ送出します。

1つの入力ポートに複数の DSCP/DSCP変換マップを設定できます。デフォルトの DSCP/DSCP変
換マップは、着信 DSCP値を同じ DSCP値にマッピングするヌルマップです。

DSCP/DSCP変換マップを変更するには、特権EXECモードで次の手順を実行します。この手順は
任意です。

手順の概要

1. configureterminal
2. mls qos map dscp-mutation dscp-mutation-name in-dscp to out-dscp
3. interface interface-id
4. mls qos trust dscp
5. mls qos dscp-mutation dscp-mutation-name
6. end
7. show mls qos maps dscp-mutation
8. copy running-config startup-config

手順の詳細

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。configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 1   

DSCP/DSCP変換マップを変更します。mls qos map dscp-mutation
dscp-mutation-name in-dscp to out-dscp

ステップ 2   

• dscp-mutation-nameには、変換マップ名を入力します。
新しい名前を指定することにより、複数のマップを作

成できます。
例：

Switch(config)# mls qos map
• in-dscpには、最大 8つのDSCP値をスペースで区切っ
て入力します。さらに、toキーワードを入力します。

dscp-mutation
mutation1 1 2 3 4 5 6 7 to 0

• out-dscpには、1つの DSCP値を入力します。

DSCPの範囲は 0～ 63です。
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目的コマンドまたはアクション

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos
dscp-mutation dscp-mutation-nameグローバルコ
ンフィギュレーションコマンドを使用します。

（注）

マップを適用するポートを指定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれます。

gigabitethernet1/0/1

DSCPtrustedポートとして入力ポートを設定します。デフォ
ルトでは、ポートは trustedではありません。

mls qos trust dscp

例：

Switch(config-if)# mls qos trust dscp

ステップ 4   

指定されたDSCPtrusted入力ポートにマップを適用します。mls qos dscp-mutation dscp-mutation-name

例：

Switch(config-if)# mls qos

ステップ 5   

dscp-mutation-nameには、ステップ 2で指定した変換マップ
名を入力します。

dscp-mutation mutation1

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show mls qos maps dscp-mutation

例：

Switch# show mls qos maps

ステップ 7   

dscp-mutation

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存し

ます。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy-running-config

ステップ 8   

startup-config

関連トピック

例：DSCPマップの設定, （57ページ）
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出力キューの特性の設定

ネットワークおよびQoSソリューションの複雑さに応じて、次のモジュールで示す作業をすべて
実行しなければならない場合があります。次の特性を決定する必要があります。

• DSCP値または CoS値によって各キューおよびしきい値 IDにマッピングされるパケット

•キューセット（ポートごとの 4つの出力キュー）に適用されるドロップしきい値の割合、お
よびトラフィックタイプに必要なメモリの確保量および最大メモリ

•キューセットに割り当てる固定バッファスペースの量

•ポートの帯域幅に関するレート制限の必要性

•出力キューの処理頻度、および使用する技術（シェーピング、共有、または両方）

関連トピック

シェーピングモードまたは共有モード, （13ページ）

設定時の注意事項

緊急キューがイネーブルにされているとき、またはSRRの重みに基づいて出力キューのサービス
が提供されるときには、次の注意事項に従ってください。

•出力緊急キューがイネーブルにされている場合は、キュー1に対してSRRのシェーピングお
よび共有された重みが無効にされます。

•出力緊急キューがディセーブルにされており、SRRのシェーピングおよび共有された重みが
設定されている場合は、キュー 1に対して shapedモードは sharedモードを無効にし、SRR
はこのキューに shapedモードでサービスを提供します。

•出力緊急キューがディセーブルで、SRRシェーピング重みが設定されていない場合、SRRは
このキューを共有モードで処理します。

出力キューセットに対するバッファスペースの割り当ておよび WTD しきい値の設
定

バッファの可用性の保証、WTDしきい値の設定、およびキューセットの最大割り当ての設定を行
うには、mls qos queue-set output qset-idthreshold queue-id drop-threshold1 drop-threshold2
reserved-thresholdmaximum-threshold グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

各しきい値はキューに割り当てられたバッファの割合です。このパーセント値を指定するには、

mls qos queue-set output qset-idbuffers allocation1 ... allocation4グローバルコンフィギュレーショ
ンコマンドを使用します。キューはWTDを使用して、トラフィッククラスごとに異なるドロッ
プ割合をサポートします。
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スイッチはデフォルトで 4つの出力キューをサポートしますが、合計 8つの出力キューをイ
ネーブルにするオプションがあります。8つの出力キューをすべてイネーブルにするには、mls
qos srr-queue output queues 8グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。8
出力キューがイネーブルになると、8つすべてのキューのしきい値、バッファ、帯域幅の共有
重みおよび帯域幅シェーピング重みを設定できます。8出力キューの設定はスタンドアロンス
イッチでのみサポートされます。

（注）

出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。出力キューについて十分理

解したうえで、この設定がユーザのQoSソリューションを満たさないと判断した場合に限り、
設定を変更してください。

（注）

キューセットのメモリ割り当てとドロップしきい値を設定するには、特権 EXECモードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要

1. configureterminal
2. mls qos srr-queue output queues 8
3. mls qos queue-set output qset-idbuffers allocation1 ... allocation8
4. mls qos queue-set output qset-idthreshold queue-id drop-threshold1 drop-threshold2 reserved-threshold

maximum-threshold
5. interface interface-id
6. queue-set qset-id
7. end
8. show mls qos interface [interface-id] buffers
9. copy running-config startup-config

手順の詳細

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。configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 1   

（任意）スイッチはデフォルトで 4つの出力キューをサポートしますが、
合計 8つの出力キューをイネーブルにすることができます。4つの追加出

mls qos srr-queue output
queues 8

例：

Switch(config)# mls qos

ステップ 2   

力キューをイネーブルにするには、オプションの mls qos srr-queue output
queues 8 コマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

8つのキューサポートがイネーブルになると、4つの追加キューの設定に
進むことができます。追加のキューパラメータをサポートするように、既

存の出力キュー設定コマンドが変更されます。

srr-queue output queues 8

8つのキューをイネーブルにするオプションは、スタンドアロン
スイッチのみで使用できます。

（注）

バッファをキューセットに割り当てます。mls qos queue-set output
qset-idbuffers allocation1 ...
allocation8

ステップ 3   

デフォルトでは、すべての割り当て値は 4つのキューに均等にマッピング
されます（25、25、25、25）。各キューがバッファスペースの 1/4を持ち

例：

Switch(config)# mls qos

ます。8つの出力キューを設定すると、デフォルトで、合計バッファスペー
スの 30 %がキュー 2に割り当てられ、キュー 1、3、4、5、6、7、および
8にそれぞれ 10 %が割り当てられます。queue-set output 2 buffers

40 20 20 20 10 10 10 10
上記のステップ 2で説明したように、8つの出力キューをイネーブルにし
た場合は次が適用されます。

• qset-idには、キューセットの IDを入力します。指定できる範囲は 1
～ 2です。各ポートはキューセットに属し、ポート単位で出力キュー
4つの特性すべてを定義します。

• allocation1 ... allocation8には、キューセット内のキューごとに 1つず
つ、合計8つのパーセンテージを指定します。allocation1、allocation3、
および allocation4 ~ allocation8の範囲は 0 ~ 99です。allocation2の範囲
は 1～ 100です（CPUバッファを含める）。

トラフィックの重要度に応じてバッファを割り当てます。たとえば、最高

プライオリティのトラフィックを持つキューには多くの割合のバッファを

与えます。

デフォルトの設定に戻すには、no mls qos queue-set output
qset-idbuffersグローバルコンフィギュレーションコマンドを使
用します。

（注）

WTDしきい値を設定し、バッファのアベイラビリティを保証し、キュー
セット（ポートごとに 4つの出力キュー）の最大メモリ割り当てを設定し
ます。

mls qos queue-set output
qset-idthreshold queue-id
drop-threshold1 drop-threshold2
reserved-threshold
maximum-threshold

ステップ 4   

デフォルトでは、キュー 1、3、および 4のWTDは 100%に設定されてい
ます。キュー 2のWTDは 200%に設定されています。キュー 1、2、3、お

例：

Switch(config)# mls qos

よび 4の専用は 50%に設定されています。すべてのキューの最大しきい値
はデフォルトで 400%に設定されています。

queue-set output 2 threshold 上記のステップ 2で説明したように、8つの出力キューをイネーブルにし
た場合は次が適用されます。

2 40 60 100 200

• qset-idには、ステップ2で指定したキューセットの IDを入力します。
指定できる範囲は 1～ 2です。
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目的コマンドまたはアクション

• queue-idには、コマンドの実行対象となるキューセット内の特定の
キューを入力します。queue-idの範囲は、デフォルトでは 1 ~ 4、8つ
のキューがイネーブルになっている場合は 1 ~ 8です。

• drop-threshold1 drop-threshold2には、キューの割り当てメモリのパー
センテージとして表される 2つのWTDしきい値を指定します。指定
できる範囲は 1～ 3200%です。

• reserved-thresholdには、割り当てメモリのパーセンテージとして表さ
れるキューに保証（確保）されるメモリサイズを入力します。指定で

きる範囲は 1～ 100%です。

• maximum-thresholdを指定すると、いっぱいになったキューが確保量を
超えるバッファを取得できるようになります。この値は、共通プール

が空でない場合に、パケットがドロップされるまでキューが使用でき

るメモリの最大値です。指定できる範囲は 1～ 3200%です。

デフォルトのWTDしきい値の割合に戻すには、no mls qos
queue-set output qset-idthreshold [queue-id]グローバルコンフィ
ギュレーションコマンドを使用します。

（注）

発信トラフィックのポートを指定し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 5   

gigabitethernet1/0/1

キューセットにポートをマッピングします。queue-set qset-id

例：

Switch(config-id)# queue-set

ステップ 6   

qset-idには、ステップ 2で指定したキューセットの IDを入力します。指定
できる範囲は 1～ 2です。デフォルトは 1です。

2

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-id)# end

ステップ 7   

入力を確認します。show mls qos interface
[interface-id] buffers

ステップ 8   

例：

Switch# show mls qos
interface buffers
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config
startup-config

ステップ 9   

デフォルトの設定に戻すには、no mls qos queue-set output qset-idbuffersグ
ローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。デフォルトの

例：

Switch# copy-running-config
WTDしきい値のパーセンテージに戻すには、no mls qos queue-set output
qset-id threshold [queue-id]グローバルコンフィギュレーションコマンドを
使用します。

startup-config

関連トピック

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

例：出力キューの特性の設定, （59ページ）

出力キューおよびしきい値 ID への DSCP または CoS 値のマッピング
トラフィックにプライオリティを設定するには、特定の DSCPまたは CoSを持つパケットを特定
のキューに格納し、より低いプライオリティを持つパケットがドロップされるようにキューのし

きい値を調整します。

出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。デフォルト設定の変更が必

要となるのは、出力キューについて完全に理解している場合、およびデフォルトの設定がご使

用の QoSソリューションを満たしていない場合だけです。

（注）

DSCPまたはCoS値を出力キューおよび IDにマッピングするには、特権 EXECモードで次の手順
を実行します。この手順は任意です。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかを使用します。

• mls qos srr-queue output dscp-map queue queue-id threshold threshold-id dscp1...dscp8

• mls qos srr-queue output cos-map queue queue-id threshold threshold-id cos1...cos8

3. end
4. show mls qos maps
5. copy running-config startup-config
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手順の詳細

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

ステップ 1   

DSCPまたはCoS値を出力キューおよびしきい値 IDにマッピングします。次のいずれかを使用します。ステップ 2   

デフォルトでは、DSCP値 0～ 15はキュー 2およびしきい値 1に、DSCP
値 16～ 31はキュー 3およびしきい値 1に、DSCP値 32～ 39および 48

• mls qos srr-queue output
dscp-map queue queue-id
threshold threshold-id
dscp1...dscp8

～ 63はキュー 4およびしきい値 1に、DSCP値 40～ 47はキュー 1およ
びしきい値 1にマッピングされます。

• mls qos srr-queue output
cos-map queue queue-id

デフォルトでは、CoS値 0および 1はキュー 2およびしきい値 1に、CoS
値 2および 3はキュー 3およびしきい値 1に、CoS値 4、6、および 7はthreshold threshold-id

cos1...cos8 キュー 4およびしきい値 1に、CoS値 5はキュー 1およびしきい値 1に
マッピングされます。

例：

Switch(config)# mls qos

• queue-idで指定できる範囲は 1～ 4です。

mls qos srr-queue output queues 8 グローバルコンフィギュ
レーションコマンドを使用して 8つの出力キューを有効に
した場合、queue-idの範囲は 1～ 8になります。

（注）

srr-queue output
dscp-map queue 1 threshold 2
10 11

• threshold-idで指定できる範囲は 1～ 3です。しきい値 3のドロップ
しきい値（%）は事前に定義されています。パーセンテージはキュー
がいっぱいの状態に対して設定されます。

• dscp1...dscp8には、各値をスペースで区切って、最大 8の値を入力し
ます。指定できる範囲は 0～ 63です。

• cos1...cos8には、各値をスペースで区切って、最大 8の値を入力しま
す。指定できる範囲は 0～ 7です。

デフォルトの DSCP出力キューしきい値マップまたはデフォル
トの CoS出力キューしきい値マップに戻すには、no mls qos
srr-queue output dscp-mapまたは no mls qos srr-queue output
cos-mapグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用し
ます。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config)# end

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show mls qos maps

例：

Switch# show mls qos maps

ステップ 4   

DSCP出力キューしきい値マップは、表形式で表示されます。d1列はDSCP
値の最上位桁、d2行はDSCP値の最下位桁を示します。d1および d2値の
交点がキュー IDおよびしきい値 IDです。たとえば、キュー 2およびしき
い値 1（02-01）のようになります。

CoS出力キューしきい値マップでは、先頭行にCoS値、2番めの行に対応
するキュー IDおよびしきい値 IDが示されます。たとえば、キュー 2およ
びしきい値 2（2-2）のようになります。

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config
startup-config

ステップ 5   

デフォルトの DSCP出力キューしきい値マップまたはデフォルトの CoS
出力キューしきい値マップに戻すには、no mls qos srr-queue output

例：

Switch# copy-running-config
dscp-mapまたは no mls qos srr-queue output cos-mapグローバルコンフィ
ギュレーションコマンドを使用します。

startup-config

関連トピック

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

例：出力キューの特性の設定, （59ページ）

出力キューでの SRR シェーピング重みの設定
各キューに割り当てられる使用可能な帯域幅の量を指定できます。重みの比率は、SRRスケジュー
ラが各キューからパケットを送信する頻度の比率です。

出力キューにシェーピング重み、共有重み、またはその両方を設定できます。バースト性のある

トラフィックをスムーズにする、または長期にわたって出力をスムーズにする場合に、シェーピ

ングを使用します。

ポートにマッピングされた 4つの出力キューにシェーピング重みを割り当てて、帯域幅のシェー
ピングをイネーブルにするには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。この手順は任意で
す。
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手順の概要

1. configureterminal
2. interface interface-id
3. srr-queue bandwidth shape weight1 weight2 weight3 weight4
4. end
5. show mls qos interface interface-id queueing
6. copy running-config startup-config

手順の詳細

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。configureterminal

例：

Switch# configure terminal

ステップ 1   

発信トラフィックのポートを指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

出力キューに SRR重みを割り当てます。デフォルトでは、weight1は
25、weight2、weight3、および weight4は 0に設定されています。こ
れらのキューは共有モードです。

srr-queue bandwidth shapeweight1
weight2 weight3 weight4

例：

Switch(config-if)# srr-queue

ステップ 3   

weight1 weight2 weight3 weight4には、シェーピングされるポートの割
合を制御する重みを入力します。このキューのシェーピング帯域幅

bandwidth shape 8 0 0 0
は、インバース比率（1/weight）によって制御されます。各値はスペー
スで区切ります。指定できる範囲は 0～ 65535です。

重み 0を設定した場合は、対応するキューが共有モードで動作しま
す。srr-queue bandwidth shapeコマンドで指定された重みは無視さ
れ、srr-queue bandwidth shareインターフェイスコンフィギュレー
ションコマンドで設定されたキューの重みが有効になります。シェー

ピングおよび共有の両方に対して同じキューセットのキューを設定し

た場合は、必ず番号が最も小さいキューにシェーピングを設定してく

ださい。

シェーピングモードは、共有モードを無効にします。

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queuebandwidth shapeインター
フェイスコンフィギュレーションコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

mls qos srr-queue output queues 8 グローバルコンフィギュ
レーションコマンドを使用して 8個の出力キューを有効に
した場合、合計 8個のキューに SRR重みを割り当てること
ができます。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show mls qos interface interface-id
queueing

ステップ 5   

例：

Switch# show mls qos interface

interface-id queuing

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 6   

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queuebandwidth shapeインター
フェイスコンフィギュレーションコマンドを使用します。

startup-config

関連トピック

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

例：出力キューの特性の設定, （59ページ）

出力キューでの SRR 共有重みの設定
共有モードでは、設定された重みによりキュー間で帯域幅が共有されます。このレベルでは帯域

幅は保証されていますが、このレベルに限定されていません。たとえば、特定のキューが空であ

り、リンクを共有する必要がない場合、残りのキューは未使用の帯域幅を使用して、共有ができ

ます。共有の場合、キューからパケットを取り出す頻度は重みの比率によって制御されます。重

みの絶対値は関係ありません。
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出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。出力キューについて十分理

解したうえで、この設定がユーザのQoSソリューションを満たさないと判断した場合に限り、
設定を変更してください。

（注）

ポートにマッピングされた 4つの出力キューに共有重みを割り当てて、帯域幅の共有をイネーブ
ルにするには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface interface-id
3. srr-queue bandwidth share weight1 weight2 weight3 weight4
4. end
5. show mls qos interface interface-id queueing
6. copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ステップ 1   

発信トラフィックのポートを指定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

出力キューにSRR重みを割り当てます。デフォルトでは、4つ
の重みがすべて25です（各キューに帯域幅の1/4が割り当てら
れています）。

srr-queue bandwidth share weight1
weight2 weight3 weight4

例：

Switch(config-id)# srr-queue

ステップ 3   

weight1weight2weight3weight4には、SRRスケジューラがパケッ
トを送信する頻度の比率を制御する重みを入力します。各値は

スペースで区切ります。指定できる範囲は 1～ 255です。
bandwidth share 1 2 3 4

デフォルトの設定に戻すには、 no srr-queue bandwidth share
インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用し

ます。

   Cisco IOS リリース 15.2(5) E（Catalyst 2960-L スイッチ）統合プラットフォームコンフィギュレーショ
ンガイド

50

QoS の設定
出力キューの特性の設定



目的コマンドまたはアクション

mls qos srr-queue output queues 8 グローバルコン
フィギュレーションコマンドを使用して 8個の出力
キューを有効にした場合、合計 8個のキューに SRR
重みを割り当てることができます。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-id)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show mls qos interface interface-id
queueing

ステップ 5   

例：

Switch# show mls qos interface
interface_id queuing

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy-running-config

ステップ 6   

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue bandwidth shareイ
ンターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用しま

す。
startup-config

関連トピック

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

例：出力キューの特性の設定, （59ページ）

出力緊急キューの設定

出力緊急キューにパケットを入れることにより、特定のパケットのプライオリティを他のすべて

のパケットより高く設定できます。SRRは、このキューが空になるまで処理してから他のキュー
を処理します。

出力緊急キューをイネーブルにするには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。この手順
は任意です。
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手順の概要

1. configure terminal
2. mls qos
3. interface interface-id
4. priority-queue out
5. end
6. show running-config
7. copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ステップ 1   

スイッチの QoSをイネーブルにします。mls qos

例：

Switch(config)# mls qos

ステップ 2   

出力ポートを指定し、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/1

デフォルトでディセーブルに設定されている出力緊急キュー

をイネーブルにします。

priority-queue out

例：

Switch(config-if)# priority-queue

ステップ 4   

このコマンドを設定すると、SRRに参加するキューは 1つ少
なくなるため、SRR重みおよびキューサイズの比率が影響を

out
受けます。つまり、srr-queuebandwidth shapeまたは srr-queue
bandwidth shareコマンドの weight1が無視されます（比率計
算に使用されません）。

出力緊急キューをディセーブルにするには、no
priority-queue outインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを使用します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 5   

入力を確認します。show running-config

例：

Switch# show running-config

ステップ 6   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy running-config

ステップ 7   

出力緊急キューをディセーブルにするには、nopriority-queue
outインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使
用します。

startup-config

関連トピック

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

例：出力キューの特性の設定, （59ページ）

出力インターフェイスの帯域幅の制限

出力ポートの帯域幅は制限できます。たとえば、カスタマーが高速リンクの一部しか費用を負担

しない場合は、帯域幅をその量に制限できます。

出力キューのデフォルト設定は、ほとんどの状況に適しています。出力キューについて十分理

解したうえで、この設定がユーザのQoSソリューションを満たさないと判断した場合に限り、
設定を変更してください。

（注）

出力ポートの帯域幅を制限するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。この手順は任
意です。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interface interface-id
3. srr-queue bandwidth limit weight1
4. end
5. show mls qos interface [interface-id] queueing
6. copy running-config startup-config

手順の詳細

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

ステップ 1   

レートを制限するポートを指定し、インターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Switch(config)# interface

ステップ 2   

gigabitethernet2/0/1

ポートの上限となるポート速度の割合を指定します。指

定できる範囲は 10～ 90です。
srr-queue bandwidth limit weight1

例：

Switch(config-if)# srr-queue

ステップ 3   

デフォルトでは、ポートのレートは制限されず、100%に
設定されています。

bandwidth limit 80
デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue
bandwidth limitインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Switch(config-if)# end

ステップ 4   

入力を確認します。show mls qos interface [interface-id]
queueing

ステップ 5   

例：

Switch# show mls qos interface
interface_id queueing
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存

します。

copy running-config startup-config

例：

Switch# copy-running-config

ステップ 6   

デフォルトの設定に戻すには、 no srr-queue bandwidth
limitインターフェイスコンフィギュレーションコマンド
を使用します。

startup-config

関連トピック

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

例：出力キューの特性の設定, （59ページ）

標準 QoS のモニタリング
表 11：スイッチ上で標準 QoS をモニタリングするためのコマンド

説明コマンド

グローバルQoSコンフィギュレーション情報を表
示します。

show mls qos

集約ポリサーの設定を表示します。show mls qos aggregate-policer
[aggregate-policer-name]

バッファ割り当て、ポリサーが設定されている

ポート、キューイング方式、入出力統計情報な

ど、ポートレベルの QoS情報が表示されます。

show mls qos interface [interface-id] [buffers |
policers | queueing | statistics]

QoSのマッピング情報を表示します。show mls qos maps [cos-dscp | |cos-output-q |
dscp-cos | |dscp-mutation dscp-mutation-name |
dscp-output-q | ip-prec-dscp | policed-dscp]

出力キューの QoS設定を表示します。show mls qos queue-set [qset-id]

DSCP透過性設定を表示します。show running-config | include rewrite
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QoS の設定例

例：DSCP 信頼状態へのポートの設定および DSCP/DSCP 変換マップの
変更

次に、ポートが DSCPを信頼する状態に設定し、着信した DSCP値 10～ 13が DSCP値 30にマッ
ピングされるように DSCP/DSCP変換マップ（gi1/0/2-mutation）を変更する例を示します。

Switch(config)# mls qos map dscp-mutation gigabitethernet1/0/2-mutation
10 11 12 13 to 30
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation gigabitethernet1/0/2-mutation
Switch(config-if)# end

関連トピック

別の QoSドメインとの境界ポートでの DSCP信頼状態の設定

例：ACL によるトラフィックの分類
次に、指定された 3つのネットワーク上のホストだけにアクセスを許可する例を示します。ネッ
トワークアドレスのホスト部分にワイルドカードビットが適用されます。アクセスリストのス

テートメントと一致しない送信元アドレスのホストはすべて拒否されます。

Switch(config)# access-list 1 permit 192.5.255.0 0.0.0.255
Switch(config)# access-list 1 permit 128.88.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# access-list 1 permit 36.0.0.0 0.0.0.255
! (Note: all other access implicitly denied)

次に、任意の送信元から、DSCP値が 32に設定されている任意の宛先への IPトラフィックを許可
する ACLを作成する例を示します。

Switch(config)# access-list 100 permit ip any any dscp 32

次に、10.1.1.1の送信元ホストから 10.1.1.2の宛先ホストへの IPトラフィック（precedence値は
5）を許可する ACLを作成する例を示します。

Switch(config)# access-list 100 permit ip host 10.1.1.1 host 10.1.1.2 precedence 5

次に、任意の送信元からアドレス 224.0.0.2の宛先グループへの PIMトラフィック（DSCP値は
32）を許可する ACLを作成する例を示します。

Switch(config)# access-list 102 permit pim any 224.0.0.2 dscp 32
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次に、任意の送信元から、DSCP値が 32に設定されている任意の宛先への IPv6トラフィックを許
可する ACLを作成する例を示します。

Switch(config)# ipv6 access-list 100 permit ip any any dscp 32

次に、10.1.1.1の送信元ホストから 10.1.1.2の宛先ホストへの IPv6トラフィック（precedence値は
5）を許可する ACLを作成する例を示します。

Switch(config)# ipv6 access-list ipv6_Name_ACL permit ip host 10::1 host 10.1.1.2
precedence 5

次に、2つの許可（permit）ステートメントを指定したレイヤ 2のMACACLを作成する例を示し
ます。最初のステートメントでは、MACアドレスが 0001.0000.0001であるホストから、MACア
ドレスが 0002.0000.0001であるホストへのトラフィックが許可されます。2番めのステートメン
トでは、MACアドレスが 0001.0000.0002であるホストから、MACアドレスが 0002.0000.0002で
あるホストへの、Ethertypeが XNS-IDPのトラフィックのみが許可されます。

Switch(config)# mac access-list extended maclist1
Switch(config-ext-macl)# permit 0001.0000.0001 0.0.0 0002.0000.0001 0.0.0
Switch(config-ext-macl)# permit 0001.0000.0002 0.0.0 0002.0000.0002 0.0.0 xns-idp
! (Note: all other access implicitly denied)

関連トピック

IPv4トラフィック用の IP標準 ACLの作成, （24ページ）

IPv4トラフィック用の IP拡張 ACLの作成, （26ページ）

IPv6トラフィック用の IPv6 ACLの作成, （28ページ）

非 IPトラフィック用のレイヤ 2 MAC ACLの作成, （31ページ）

例：DSCP マップの設定
次に、CoS/DSCPマップを変更して表示する例を示します。

Switch(config)# mls qos map cos-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps cos-dscp

Cos-dscp map:
cos: 0 1 2 3 4 5 6 7

--------------------------------
dscp: 10 15 20 25 30 35 40 45

次に、IP precedence/DSCPマップを変更して表示する例を示します。

Switch(config)# mls qos map ip-prec-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps ip-prec-dscp

IpPrecedence-dscp map:
ipprec: 0 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------
dscp: 10 15 20 25 30 35 40 45
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次に、DSCP 50～ 57を、マークダウンされる DSCP値 0にマッピングする例を示します。

Switch(config)# mls qos map policed-dscp 50 51 52 53 54 55 56 57 to 0
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps policed-dscp
Policed-dscp map:

d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------
0 : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4 : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 : 00 00 00 00 00 00 00 00 58 59
6 : 60 61 62 63

このポリシング済みDSCPマップでは、マークダウンされるDSCP値が表形式で示されていま
す。d1列は元の DSCPの最上位桁、d2行は元の DSCPの最下位桁を示します。d1と d2の交
点にある値が、マークダウンされる値です。たとえば、元の DSCP値が 53の場合、マークダ
ウンされる DSCP値は 0です。

（注）

次に、DSCP値 0、8、16、24、32、40、48、および 50を CoS値 0にマッピングして、マップを
表示する例を示します。

Switch(config)# mls qos map dscp-cos 0 8 16 24 32 40 48 50 to 0
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps dscp-cos
Dscp-cos map:

d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------
0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1 : 01 01 01 01 01 01 00 02 02 02
2 : 02 02 02 02 00 03 03 03 03 03
3 : 03 03 00 04 04 04 04 04 04 04
4 : 00 05 05 05 05 05 05 05 00 06
5 : 00 06 06 06 06 06 07 07 07 07
6 : 07 07 07 07

上記のDSCP/CoSマップでは、CoS値が表形式で示されています。d1列はDSCPの最上位桁、
d2行は DSCPの最下位桁を示します。d1と d2の交点にある値が CoS値です。たとえば、こ
の DSCP/CoSマップでは、DSCP値が 08の場合、対応する CoS値は 0です。

（注）

次の例では、DSCP/DSCP変換マップを定義する方法を示します。明示的に設定されていないすべ
てのエントリは変更されません（空のマップで指定された値のままです）。

Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 1 2 3 4 5 6 7 to 0
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 8 9 10 11 12 13 to 10
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 20 21 22 to 20
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 30 31 32 33 34 to 30
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation mutation1
Switch(config-if)# end
Switch# show mls qos maps dscp-mutation mutation1
Dscp-dscp mutation map:

mutation1:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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---------------------------------------
0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10
1 : 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19
2 : 20 20 20 23 24 25 26 27 28 29
3 : 30 30 30 30 30 35 36 37 38 39
4 : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6 : 60 61 62 63

上記の DSCP/DSCP変換マップでは、変換される値が表形式で示されています。d1列は元の
DSCPの最上位桁、d2行は元の DSCPの最下位桁を示します。d1と d2の交点の値が、変換さ
れる値です。たとえば、DSCP値が 12の場合、対応する変換される値は 10です。

（注）

関連トピック

CoS/DSCPマップの設定, （33ページ）

IP precedence/DSCPマップの設定, （34ページ）

ポリシング済み DSCPマップの設定, （36ページ）

DSCP/CoSマップの設定, （37ページ）

DSCP/DSCP変換マップの設定, （39ページ）

例：出力キューの特性の設定

次の例では、ポートをキューセット 2にマッピングする方法を示します。出力キュー 1にはバッ
ファスペースの 40%、出力キュー 2、3、および 4には 20%が割り当てられます。キュー 2のド
ロップしきい値は割り当てメモリの 40および 60%に設定され、割り当てメモリの 100%が保証
（確保）され、パケットがドロップされるまでこのキューが使用できる最大メモリが 200%に設
定されます。

Switch(config)# mls qos queue-set output 2 buffers 40 20 20 20
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 threshold 2 40 60 100 200
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# queue-set 2

次に、DSCP値 10および 11を出力キュー 1およびしきい値 2にマッピングする例を示します。

Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 2 10 11

次に、キュー 1に帯域幅のシェーピングを設定する例を示します。キュー 2、3、4の重み比が 0
に設定されているので、これらのキューは共有モードで動作します。キュー 1の帯域幅の重みは
1/8（12.5%）です。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 8 0 0 0

次の例では、出力ポートで稼働する SRRスケジューラの重み比を設定する方法を示します。4つ
のキューが使用され、共有モードで各キューに割り当てられる帯域幅の比率は、キュー1、2、3、
および 4に対して 1/(1 + 2 + 3 + 4)、2/(1 + 2 + 3 + 4)、3/(1 + 2 + 3 + 4)、および 4/(1 + 2 + 3 + 4)にな
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ります（それぞれ、10、20、30、および 40%）。キュー 4はキュー 1の帯域幅の 4倍、キュー 2
の帯域幅の 2倍、キュー 3の帯域幅の 1と 1/3倍であることを示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 1 2 3 4

次の例では、SRRの重みが設定されている場合、出力緊急キューをイネーブルにする方法を示し
ます。出力緊急キューは、設定された SRRウェイトを上書きします。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Switch(config-if)# priority-queue out
Switch(config-if)# end

次に、ポートの帯域幅を 80%に制限する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth limit 80

このコマンドを80%に設定すると、ポートは該当期間の20%はアイドルになります。回線レート
は接続速度の 80%（800 Mbps）に低下します。ただし、ハードウェアはラインレートを 6%単位
で調整しているため、この値は厳密ではありません。

関連トピック

出力キューセットに対するバッファスペースの割り当ておよびWTDしきい値の設定, （41
ページ）

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

出力キューおよびしきい値 IDへの DSCPまたは CoS値のマッピング, （45ページ）

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

出力キューでの SRRシェーピング重みの設定, （47ページ）

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

出力キューでの SRR共有重みの設定, （49ページ）

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

出力緊急キューの設定, （51ページ）

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

出力インターフェイスの帯域幅の制限, （53ページ）

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

次の作業
QoS設定でこれらの自動機能を使用できるかどうかについては、自動QoSのマニュアルを参照し
てください。
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QoS の機能履歴と情報
変更内容リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS Release 15.0(2)EXCisco IOS Release 15.2(5)E
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