QoS コマンド
この章では、次の QoS コマンドについて説明します。
• auto qos classify, 2 ページ
• auto qos trust, 8 ページ
• auto qos video, 15 ページ
• auto qos voip, 25 ページ
• debug auto qos, 38 ページ
• show auto qos , 39 ページ
• class, 40 ページ
• class-map, 43 ページ
• match（クラスマップ コンフィギュレーション）, 45 ページ
• match non-client-nrt, 48 ページ
• match wlan user-priority, 49 ページ
• policy-map, 50 ページ
• priority, 52 ページ
• queue-buffers ratio, 55 ページ
• queue-limit, 56 ページ
• service-policy（有線）, 57 ページ
• service-policy（WLAN）, 59 ページ
• セット, 60 ページ
• show ap name service-policy, 68 ページ
• show ap name dot11, 69 ページ
• show class-map, 71 ページ
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• show platform hardware fed switch, 72 ページ
• show platform software fed switch qos, 76 ページ
• show platform software fed switch qos qsb, 78 ページ
• show wireless client calls, 80 ページ
• show wireless client dot11, 81 ページ
• show wireless client mac-address（コール制御）, 82 ページ
• show wireless client mac-address（TCLAS）, 83 ページ
• show wireless client voice diagnostics, 84 ページ
• show policy-map, 85 ページ
• show wlan, 87 ページ
• trust device, 89 ページ

auto qos classify
QoS ドメイン内で信頼できないデバイスの Quality of Service（QoS）の分類を自動的に設定するに
は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで auto qos classify コマンドを使用します。
デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
auto qos classify [police]
no auto qos classify [police]
___________________
構文の説明

police

（任意）信頼できないデバイスの QoS ポリシングを設定します。

___________________
コマンド デフォルト
auto-QoS 分類は、すべてのポートでディセーブルです。
___________________
コマンド モード
インターフェイス コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。
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___________________
使用上のガイドライン
QoS ドメイン内の信頼インターフェイスに QoS を設定する場合は、このコマンドを使用します。
QoS ドメインには、デバイス、ネットワーク内部、QoS の着信トラフィックを分類することので
きるエッジ デバイスなどが含まれます。
auto-QoS がイネーブルの場合は、入力パケットのラベルを使用して、トラフィックの分類、パケッ
ト ラベルの割り当て、および入力/出力キューの設定を行います。
表 1：出力キューに対する auto-QoS の設定

出力キュー

キュー番号

CoS から
キューへの
マッピング

キュー ウェイ ギガビット対
ト（帯域幅） 応ポートの
キュー（バッ
ファ）サイズ

10/100 イーサ
ネット ポート
のキュー
（バッファ）
サイズ

プライオリ
ティ（シェイ
プド）

1

4、5

最大 100%

25%

15%

SRR 共有

2

2、3、6、7

10%

25%

25%

SRR 共有

3

0

60%

25%

40%

SRR 共有

4

1

20%

25%

20%

auto-QoS は、デバイスが信頼インターフェイスと接続するように設定します。着信パケットの
QoS ラベルは信頼されます。非ルーテッド ポートの場合は、着信パケットの CoS 値が信頼されま
す。ルーテッド ポートでは、着信パケットの DSCP 値が信頼されます。
auto-QoS のデフォルトを利用するには、auto-QoS をイネーブルにしてから、その他の QoS コマン
ドを設定する必要があります。auto-QoS をイネーブルにした後で、auto-QoS を調整できます。

（注）

デバイスは、コマンドライン インターフェイス（CLI）からコマンドが入力された場合と同じ
ように、auto-QoS によって生成されたコマンドを適用します。既存のユーザ設定では、生成さ
れたコマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンドで既存の設定が上
書きされることもあります。これらのアクションは、警告を表示せずに実行されます。生成さ
れたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の設定は実行コ
ンフィギュレーション内に残ります。上書きされたユーザ入力の設定は、現在の設定をメモリ
に保存せずに、デバイスをリロードすると復元できます。生成されたコマンドの適用に失敗し
た場合は、前の実行コンフィギュレーションが復元されます。
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auto-QoS をイネーブルにした後、名前に AutoQoS を含むポリシー マップや集約ポリサーを変更し
ないでください。ポリシー マップや集約ポリサーを変更する必要がある場合、そのコピーを作成
し、コピーしたポリシーマップやポリサーを変更します。生成されたポリシーマップの代わりに
新しいポリシーマップを使用するには、生成したポリシーマップをインターフェイスから削除し
て、新しいポリシー マップを適用します。
auto-QoS がイネーブルのときに自動的に生成される QoS の設定を表示するには、auto-QoS をイ
ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。debug auto qos 特権 EXEC コマンドを使用
すると、auto-QoS のデバッグがイネーブルになります。
auto qos classify コマンドおよび auto qos classify police コマンドを実行する場合、次のポリシー
マップおよびクラス マップが作成され、適用されます。
ポリシーマップ（auto qos classify police コマンドの場合）：
• AutoQos-4.0-Classify-Police-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
クラス マップ：
• AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Transaction-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Scavanger-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Signaling-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Default-Class（match-any）
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
ポートの auto-QoS を無効にするには、no auto qos classify 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。このポートに対して、auto-QoS によって生成されたインターフェイス
コンフィギュレーション コマンドだけが削除されます。auto-QoS を有効にした最後のポートで、
no auto qos classify コマンドを入力すると、auto-QoS によって生成されたグローバル コンフィギュ
レーション コマンドが残っている場合でも、auto-QoS は無効と見なされます（グローバル コン
フィギュレーションによって影響を受ける他のポートでのトラフィックの中断を避けるため）。
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次の例では、信頼できないデバイスの auto-QoS 分類をイネーブルにし、トラフィックをポリシン
グする方法を示します。
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/6
Device(config-if)# auto qos classify police
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface gigabitEthernet1/0/6
GigabitEthernet1/0/6
Service-policy input: AutoQos-4.0-Classify-Police-Input-Policy
Class-map: AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-MultiEnhanced-Conf
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af41
police:
cir 5000000 bps, bc 156250 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Bulk-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af11
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Transaction-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Transactional-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af21
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Scavanger-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Scavanger
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs1
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
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Class-map: AutoQos-4.0-Signaling-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Signaling
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp default
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
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(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
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Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

設定を確認するには、show auto qos interfaceinterface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

auto qos trust
QoS ドメイン内の信頼インターフェイスのサービス品質（QoS）を自動的に設定するには、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで auto qos trust コマンドを使用します。デフォル
ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
auto qos trust{cos| dscp}
no auto qos trust{cos| dscp}
___________________
構文の説明

cos

CoS パケット分類を信頼します。

dscp

DSCP パケット分類を信頼します。

___________________
コマンド デフォルト
auto-QoS 信頼は、すべてのポートでディセーブルです。
___________________
コマンド モード
インターフェイス コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
QoS ドメイン内の信頼インターフェイスに QoS を設定する場合は、このコマンドを使用します。
QoS ドメインには、デバイス、ネットワーク内部、QoS の着信トラフィックを分類することので
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きるエッジ デバイスなどが含まれます。auto-QoS がイネーブルの場合は、入力パケットのラベル
を使用して、トラフィックの分類、パケット ラベルの割り当て、および入力/出力キューの設定を
行います。
表 2：トラフィック タイプ、パケット ラベル、およびキュー
1

2

VoIP デー VOIP コン
タ トラ
トロール
フィック トラ
フィック

ルーティ
ング プロ
トコル ト
ラフィッ
ク

STP BPDU ト リアルタイ その他すべてのト
ム ビデオ
ラフィック
ラフィック
トラフィッ
ク

DSCP3

46

24、26

48

56

34

–

CoS4

5

3

6

7

3

–

0（キュー
3）

2
0、1
（キュー （キュー
3）
4）

CoS から出力 4、5
2、3、6、7（キュー 2）
キューへの
（キュー
マッピング
1）

1
STP = スパニング ツリー プロトコル
2
BPDU = ブリッジ プロトコル データ ユニット
3
DSCP = Differentiated Services Code Point（Diffserv コード ポイント）
4
CoS = Class of Service（サービス クラス）

表 3：出力キューに対する auto-QoS の設定

出力キュー

キュー番号

CoS から
キューへの
マッピング

キュー ウェイ ギガビット対
ト（帯域幅） 応ポートの
キュー（バッ
ファ）サイズ

10/100 イーサ
ネット ポート
のキュー
（バッファ）
サイズ

プライオリ
ティ（シェイ
プド）

1

4、5

最大 100%

25%

15%

SRR 共有

2

2、3、6、7

10%

25%

25%

SRR 共有

3

0

60%

25%

40%

SRR 共有

4

1

20%

25%

20%
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（注）

デバイスは、コマンドライン インターフェイス（CLI）からコマンドが入力された場合と同じ
ように、auto-QoS によって生成されたコマンドを適用します。既存のユーザ設定では、生成さ
れたコマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンドで既存の設定が上
書きされることもあります。これらのアクションは、警告を表示せずに実行されます。生成さ
れたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の設定は実行コ
ンフィギュレーション内に残ります。上書きされたユーザ入力の設定は、現在の設定をメモリ
に保存せずに、デバイスをリロードすると復元できます。生成されたコマンドの適用に失敗し
た場合は、前の実行コンフィギュレーションが復元されます。
auto-QoS をイネーブルにした後、名前に AutoQoS を含むポリシー マップや集約ポリサーを変更し
ないでください。ポリシー マップや集約ポリサーを変更する必要がある場合、そのコピーを作成
し、コピーしたポリシーマップやポリサーを変更します。生成されたポリシーマップの代わりに
新しいポリシーマップを使用するには、生成したポリシーマップをインターフェイスから削除し
て、新しいポリシー マップを適用します。
auto-QoS がイネーブルのときに自動的に生成される QoS の設定を表示するには、auto-QoS をイ
ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。debug auto qos 特権 EXEC コマンドを使用
すると、auto-QoS のデバッグがイネーブルになります。
auto qos trust cos コマンドを実行する場合、次のポリシーマップおよびクラス マップが作成され、
適用されます。
ポリシー マップ：
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
クラス マップ：
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
auto qos trust dscp コマンドを実行する場合、次のポリシーマップおよびクラス マップが作成さ
れ、適用されます。
ポリシー マップ：
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
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• AutoQos-4.0-Output-Policy
クラス マップ：
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
ポートの auto-QoS をディセーブルにするには、no auto qos trust 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。このポートに対して、auto-QoS によって生成されたインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドだけが削除されます。auto-QoS をイネーブルにした最
後のポートで、no auto qos trust コマンドを入力すると、auto-QoS によって生成されたグローバル
コンフィギュレーション コマンドが残っている場合でも、auto-QoS はディセーブルと見なされま
す（グローバル コンフィギュレーションによって影響を受ける他のポートでのトラフィックの中
断を避けるため）。
次に、特定の CoS 分類を持つ信頼できるインターフェイスの auto-QoS を有効にする方法を示しま
す。
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/17
Device(config-if)# auto qos trust cos
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/17
GigabitEthernet1/0/17
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
cos cos table AutoQos-4.0-Trust-Cos-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
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Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
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0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

次に、特定の DSCP 分類を持つ信頼できるインターフェイスの auto-QoS を有効にする方法を示し
ます。
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/18
Device(config-if)# auto qos trust dscp
Device(config-if)# end
Device#show policy-map interface GigabitEthernet1/0/18
GigabitEthernet1/0/18
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp dscp table AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
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0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
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Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

設定を確認するには、show auto qos interfaceinterface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

auto qos video
QoS ドメイン内のビデオのサービス品質（QoS）を自動的に設定するには、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで auto qos video コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
auto qos video {cts | ip-camera | media-player}
no auto qos video {cts | ip-camera | media-player}
___________________
構文の説明

cts

Cisco TelePresence System に接続されるポートを指定し、自動的にビデオ
の QoS を設定します。

ip-camera

Cisco IP カメラに接続されるポートを指定し、自動的にビデオの QoS を設
定します。

media-player

Cisco Digital Media Player に接続されるポートを指定し、自動的にビデオ
の QoS を設定します。

___________________
コマンド モード
デフォルト
Auto-QoS ビデオは、ポート上でディセーブルに設定されています。
インターフェイス
コンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
QoS ドメイン内のビデオ トラフィックに適切な QoS を設定するには、このコマンドを使用しま
す。QoS ドメインには、デバイス、ネットワーク内部、QoS の着信トラフィックを分類すること
のできるエッジ デバイスなどが含まれます。auto-QoS がイネーブルの場合は、入力パケットのラ
ベルを使用して、トラフィックの分類、パケット ラベルの割り当て、および入力/出力キューの設
定を行います。詳細については、この項の最後にあるキュー テーブルを参照してください。
auto-QoS は、Cisco TelePresence システム、Cisco IP カメラ、または Cisco Digital Media Player への
ビデオ接続用にデバイスを設定します。
auto-QoS のデフォルトを利用するには、auto-QoS をイネーブルにしてから、その他の QoS コマン
ドを設定する必要があります。auto-QoS をイネーブルにした後で、auto-QoS を調整できます。
デバイスは、コマンドライン インターフェイス（CLI）からコマンドが入力された場合と同じよ
うに、auto-QoS によって生成されたコマンドを適用します。既存のユーザ設定では、生成された
コマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンドで既存の設定が上書きさ
れることもあります。これらのアクションは、警告を表示せずに実行されます。生成されたコマ
ンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の設定は実行コンフィギュ
レーション内に残ります。上書きされたユーザ入力の設定は、現在の設定をメモリに保存せずに、
デバイスをリロードすると復元できます。生成されたコマンドの適用に失敗した場合は、前の実
行コンフィギュレーションが復元されます。
これが auto-QoS をイネーブルにする最初のポートの場合は、auto-QoS によって生成されたグロー
バル コンフィギュレーション コマンドに続いてインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドが実行されます。別のポートで auto-QoS をイネーブルにすると、そのポートに対して auto-QoS
によって生成されたインターフェイス コンフィギュレーション コマンドだけが実行されます。
auto-QoS をイネーブルにした後、名前に AutoQoS を含むポリシー マップや集約ポリサーを変更し
ないでください。ポリシー マップや集約ポリサーを変更する必要がある場合、そのコピーを作成
し、コピーしたポリシーマップやポリサーを変更します。生成されたポリシーマップの代わりに
新しいポリシーマップを使用するには、生成したポリシーマップをインターフェイスから削除し
て、新しいポリシー マップを適用します。
auto-QoS がイネーブルのときに自動的に生成される QoS の設定を表示するには、auto-QoS をイ
ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。debug auto qos 特権 EXEC コマンドを使用
すると、auto-QoS のデバッギングがイネーブルになります。
auto qos video cts コマンドを実行する場合、次のポリシーマップおよびクラス マップが作成され、
適用されます。
ポリシー マップ：
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• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
クラス マップ
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
auto qos video ip-camera コマンドを実行する場合、次のポリシーマップおよびクラス マップが作
成され、適用されます。
ポリシー マップ：
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
クラス マップ：
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
auto qos video media-player コマンドを実行する場合、次のポリシーマップおよびクラス マップが
作成され、適用されます。
ポリシー マップ：
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
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クラス マップ：
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
ポートの auto-QoS をディセーブルにするには、no auto qos video 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。このポートに対して、auto-QoS によって生成されたインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドだけが削除されます。auto-QoS を有効にした最後の
ポートで、no auto qos video コマンドを入力すると、auto-QoS によって生成されたグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドが残っている場合でも、auto-QoS は無効と見なされます（グロー
バル コンフィギュレーションによって影響を受ける他のポートでのトラフィックの中断を避ける
ため）。
表 4：トラフィック タイプ、パケット ラベル、およびキュー
5

6

VoIP デー VOIP コン
タ トラ
トロール
フィック トラ
フィック

ルー
ティン
グ プロ
トコル
トラ
フィッ
ク

STP BPDU ト
ラフィック

リアルタ その他すべてのト
イムビデ ラフィック
オ トラ
フィック

DSCP7

46

24、26

48

56

34

–

CoS8

5

3

6

7

3

–

CoS から出力
4、5
2、3、6、 2、3、 2、3、6、7
キューへのマッ （キュー 7（キュー 6、7
（キュー 2）
ピング
1）
2）
（キュー
2）

5
STP = スパニング ツリー プロトコル
6
BPDU = ブリッジ プロトコル データ ユニット
7
DSCP = DiffServ コード ポイント
8
CoS = サービス クラス
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表 5：出力キューに対する auto-QoS の設定

出力キュー

キュー番号

CoS から
キューへの
マッピング

キュー ウェイ ギガビット対
ト（帯域幅） 応ポートの
キュー（バッ
ファ）サイズ

10/100 イーサ
ネット ポート
のキュー
（バッファ）
サイズ

プライオリ
ティ（シェイ
プド）

1

4、5

最大 100%

25%

15%

SRR 共有

2

2、3、6、7

10%

25%

25%

SRR 共有

3

0

60%

25%

40%

SRR 共有

4

1

20%

25%

20%

次に、auto qos video cts コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップの例を示します。
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/12
Device(config-if)# auto qos video cts
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface gigabitEthernet1/0/12
GigabitEthernet1/0/12
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
cos cos table AutoQos-4.0-Trust-Cos-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
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Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
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queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

次に、auto qos video ip-camera コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップの例を示します。
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/9
Device(config-if)# auto qos video ip-camera
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/9
GigabitEthernet1/0/9
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp dscp table AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
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5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent
queue-limit dscp 24 percent
queue-limit dscp 48 percent
queue-limit dscp 56 percent

80
90
100
100

(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
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Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

次に、auto qos video media-player コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップの例を示しま
す。
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/7
Device(config-if)# auto qos video media-player
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/7
GigabitEthernet1/0/7
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp dscp table AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
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Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent
queue-limit dscp 24 percent
queue-limit dscp 48 percent
queue-limit dscp 56 percent

80
90
100
100

(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
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0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

設定を確認するには、show auto qos video interfaceinterface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

auto qos voip
QoS ドメイン内の Voice over IP（VoIP）の Quality of Service（QoS）を自動的に設定するには、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードで auto qos voip コマンドを使用します。デフォル
ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
auto qos voip {cisco-phone | cisco-softphone | trust}
no auto qos voip {cisco-phone | cisco-softphone | trust}
___________________
構文の説明

cisco-phone

Cisco IP Phone に接続されるポートを指定し、自動的にビデオの VoIP を設定
します。着信パケットの QoS ラベルが信頼されるのは、IP Phone が検知され
る場合に限ります。

cisco-softphone

Cisco SoftPhone が動作している装置に接続されるポートを指定し、自動的に
ビデオの VoIP を設定します。

trust

信頼できるデバイスに接続されるポートを指定し、自動的にビデオの VoIP を
設定します。着信パケットの QoS ラベルは信頼されます。非ルーテッド ポー
トの場合は、着信パケットの CoS 値が信頼されます。ルーテッド ポートで
は、着信パケットの DSCP 値が信頼されます。

___________________
コマンド デフォルト
auto-QoS は、すべてのポートでディセーブルです。
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auto-QoS がイネーブルの場合は、入力パケットのラベルを使用して、トラフィックの分類、パケッ
ト ラベルの割り当て、および入力/出力キューの設定を行います。
___________________
コマンド デフォルト
インターフェイス コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
QoS ドメイン内の VoIP トラフィックに適切な QoS を設定する場合は、このコマンドを使用しま
す。QoS ドメインには、デバイス、ネットワーク内部、QoS の着信トラフィックを分類すること
のできるエッジ デバイスなどが含まれます。
Auto-QoS は、デバイスとルーテッド ポート上の Cisco IP Phone を使用した VoIP と、Cisco SoftPhone
アプリケーションが動作する装置に対してデバイスを設定します。これらのリリースは Cisco IP
SoftPhone バージョン 1.3(3)以降だけをサポートします。接続される装置は Cisco Call Manager バー
ジョン 4 以降を使用する必要があります。
auto-QoS のデフォルトを利用するには、auto-QoS をイネーブルにしてから、その他の QoS コマン
ドを設定する必要があります。auto-QoS をイネーブルにした後で、auto-QoS を調整できます。

（注）

デバイスは、コマンドライン インターフェイス（CLI）からコマンドが入力された場合と同じ
ように、auto-QoS によって生成されたコマンドを適用します。既存のユーザ設定では、生成さ
れたコマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンドで既存の設定が上
書きされることもあります。これらのアクションは、警告を表示せずに実行されます。生成さ
れたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の設定は実行コ
ンフィギュレーション内に残ります。上書きされたユーザ入力の設定は、現在の設定をメモリ
に保存せずに、デバイスをリロードすると復元できます。生成されたコマンドの適用に失敗し
た場合は、前の実行コンフィギュレーションが復元されます。
これが auto-QoS をイネーブルにする最初のポートの場合は、auto-QoS によって生成されたグロー
バル コンフィギュレーション コマンドに続いてインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドが実行されます。別のポートで auto-QoS をイネーブルにすると、そのポートに対して auto-QoS
によって生成されたインターフェイス コンフィギュレーション コマンドだけが実行されます。
Cisco IP Phone に接続されたネットワーク エッジのポートで auto qos voip cisco-phone インターフェ
イスコンフィギュレーションコマンドを入力すると、デバイスにより信頼境界の機能が有効にな
ります。デバイスは、Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用して、Cisco IP Phone の存在を検出し
ます。Cisco IP Phone が検出されると、ポートの入力分類は、パケットで受け取った QoS ラベルを
信頼するように設定されます。また、デバイスはポリシングを使用してパケットがプロファイル
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内か、プロファイル外かを判断し、パケットに対するアクションを指定します。パケットに 24、
26、または 46 という DSCP 値がない場合、またはパケットがプロファイル外にある場合、デバイ
スは DSCP 値を 0 に変更します。Cisco IP Phone が存在しない場合、ポートの入力分類は、パケッ
トで受け取った QoS ラベルを信頼しないように設定されます。ポリシングがポリシーマップ分類
と一致したトラフィックに適用された後で、デバイスが信頼境界の機能をイネーブルにします。
•
• Cisco SoftPhone が動作するデバイスに接続されたネットワーク エッジにあるポートに auto
qos voip cisco-softphone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力した場
合、デバイスはポリシングを使用してパケットがプロファイル内かプロファイル外かを判断
し、パケットに対するアクションを指定します。パケットに 24、26、または 46 という DSCP
値がない場合、またはパケットがプロファイル外にある場合、デバイスは DSCP 値を 0 に変
更します。
• ネットワーク内部に接続されたポート上で auto qos voip trust インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力すると、非ルーテッド ポートの場合は入力パケット内の CoS 値、
ルーテッド ポートの場合は入力パケット内の DSCP 値がデバイスで信頼されます（前提条件
は、トラフィックがすでに他のエッジ デバイスによって分類されていることです）。
スタティック ポート、ダイナミック アクセス ポート、音声 VLAN アクセス ポート、およびトラ
ンク ポートで auto-QoS をイネーブルにすることができます。ルーテッド ポートで Cisco IP Phone
の自動 QoS を有効にすると、スタティック IP アドレスを IP Phone に割り当てます。

（注）

Cisco SoftPhone が稼働するデバイスがデバイスまたはルーテッド ポートに接続されている場
合、デバイスはポートごとに 1 つの Cisco SoftPhone アプリケーションだけをサポートします。
auto-QoS をイネーブルにした後、名前に AutoQoS を含むポリシー マップや集約ポリサーを変更し
ないでください。ポリシー マップや集約ポリサーを変更する必要がある場合、そのコピーを作成
し、コピーしたポリシーマップやポリサーを変更します。生成されたポリシーマップの代わりに
新しいポリシーマップを使用するには、生成したポリシーマップをインターフェイスから削除し
て、新しいポリシー マップを適用します。
auto-QoS がイネーブルのときに自動的に生成される QoS の設定を表示するには、auto-QoS をイ
ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。debug auto qos 特権 EXEC コマンドを使用
すると、auto-QoS のデバッギングがイネーブルになります。
auto qos voip trust コマンドを実行する場合、次のポリシーマップおよびクラス マップが作成さ
れ、適用されます。
ポリシー マップ：
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
クラス マップ：
• class-default（match-any）
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• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
auto qos voip cisco-softphone コマンドを実行する場合、次のポリシーマップおよびクラス マップ
が作成され、適用されます。
ポリシー マップ：
• AutoQos-4.0-CiscoSoftPhone-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
クラス マップ：
• AutoQos-4.0-Voip-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Voip-Signal-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Transaction-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Scavanger-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Signaling-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Default-Class（match-any）
• class-default（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue（match-any）
• AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue（match-any）
auto qos voip cisco-phone コマンドを実行する場合、次のポリシーマップおよびクラス マップが作
成され、適用されます。
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ポリシー マップ：
• service-policy input AutoQos-4.0-CiscoPhone-Input-Policy
• service-policy output AutoQos-4.0-Output-Policy
クラス マップ：
• class AutoQos-4.0-Voip-Data-CiscoPhone-Class
• class AutoQos-4.0-Voip-Signal-CiscoPhone-Class
• class AutoQos-4.0-Default-Class
ポートの auto-QoS をディセーブルにするには、 no auto qos voip 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。このポートに対して、auto-QoS によって生成されたインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドだけが削除されます。auto-QoS をイネーブルにした最
後のポートで、no auto qos voip コマンドを入力すると、auto-QoS によって生成されたグローバル
コンフィギュレーション コマンドが残っている場合でも、auto-QoS はディセーブルと見なされま
す（グローバル コンフィギュレーションによって影響を受ける他のポートでのトラフィックの中
断を避けるため）。
デバイスは、このテーブルの設定にしたがってポートの出力キューを設定します。
表 6：出力キューに対する auto-QoS の設定

出力キュー

キュー番号

CoS から
キューへの
マッピング

キュー ウェイ ギガビット対
ト（帯域幅） 応ポートの
キュー（バッ
ファ）サイズ

10/100 イーサ
ネット ポート
のキュー
（バッファ）
サイズ

プライオリ
ティ（シェイ
プド）

1

4、5

最大 100%

25%

15%

SRR 共有

2

2、3、6、7

10%

25%

25%

SRR 共有

3

0

60%

25%

40%

SRR 共有

4

1

20%

25%

20%

次に、auto qos voip trust コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップの例を示します。
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/31
Device(config-if)# auto qos voip trust
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/31
GigabitEthernet1/0/31
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
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Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
cos cos table AutoQos-4.0-Trust-Cos-Table
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
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Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

次に、auto qos voip cisco-phone コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップの例を示しま
す。
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/5
Device(config-if)# auto qos voip cisco-phone
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface gigabitEthernet1/0/5
GigabitEthernet1/0/5
Service-policy input: AutoQos-4.0-CiscoPhone-Input-Policy
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Data-CiscoPhone-Class (match-any)
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0 packets
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp ef
police:
cir 128000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Signal-CiscoPhone-Class (match-any)
0 packets
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp default
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
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queue-limit
queue-limit
queue-limit
queue-limit

dscp
dscp
dscp
dscp

16
24
48
56

percent
percent
percent
percent

80
90
100
100

(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
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Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

次に、auto qos voip cisco-softphone コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップの例を示し
ます。
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/20
Device(config-if)# auto qos voip cisco-softphone
Device(config-if)# end
Device# show policy-map interface gigabitEthernet1/0/20
GigabitEthernet1/0/20
Service-policy input: AutoQos-4.0-CiscoSoftPhone-Input-Policy
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Data-Class (match-any)
0 packets
Match: dscp ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp ef
police:
cir 128000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Signal-Class (match-any)
0 packets
Match: dscp cs3 (24)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-MultiEnhanced-Conf
0 packets, 0 bytes
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5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af41
police:
cir 5000000 bps, bc 156250 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Bulk-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af11
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Transaction-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Transactional-Data
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp af21
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Scavanger-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Scavanger
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs1
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Signaling-Class (match-any)
0 packets
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Signaling
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
0 packets
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Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
QoS Set
dscp default
police:
cir 10000000 bps, bc 312500 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Service-policy output: AutoQos-4.0-Output-Policy
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Priority-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 5
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs2 (16) cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 3
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 percent 100
queue-limit dscp 56 percent 100
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Conf-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 4
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
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queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Trans-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 2
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: cos 1
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
0 packets
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

設定を確認するには、show auto qos interfaceinterface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。
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debug auto qos
Automatic Quality of Service（auto-QoS; 自動 QoS）機能のデバッグをイネーブルにするには、特権
EXEC モードで debug auto qos コマンドを使用します。デバッグをディセーブルにする場合は、
このコマンドの no 形式を使用します。
debug auto qos
no debug auto qos
___________________
構文の説明
このコマンドには引数またはキーワードはありません。
___________________
コマンド デフォルト
auto-QoS デバッグはディセーブルです。
___________________
コマンド モード
特権 EXEC
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
auto-QoS がイネーブルのときに自動的に生成される QoS の設定を表示するには、auto-QoS をイ
ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。デバッグをイネーブルにするには、debug
auto qos 特権 EXEC コマンドを入力します。
undebug auto qos コマンドは、no debug auto qos コマンドと同じです。
あるデバイススタック上でデバッグをイネーブルにした場合、アクティブデバイスでのみイネー
ブルになります。スタック メンバのデバッグをイネーブルにする場合は、sessionswitch-number 特
権 EXEC コマンドでアクティブ デバイスからセッションを開始してください。次に、スタック メ
ンバのコマンドライン プロンプトで debug コマンドを入力します。最初にセッションを開始せず
にメンバ デバイスのデバッグをイネーブルにするには、アクティブ デバイス上で remote
commandstack-member-numberLINE 特権 EXEC コマンドを使用します。
次の例では、auto-QoS がイネーブルの場合に自動的に生成される QoS 設定を表示する方法を示し
ます。
Device# debug auto qos
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AutoQoS debugging is on
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# auto qos voip cisco-phone

show auto qos
automatic QoS（auto-QoS）が有効になっているインターフェイスに入力された Quality of Service
（QoS）コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show auto qos コマンドを使用します。
show auto qos [interface [ interface-id ]]
___________________
構文の説明

interface [interface-id]

（任意）指定されたポートまたはすべてのポートの auto-QoS 情報を
表示します。有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれま
す。

___________________
コマンド モード
ユーザ EXEC
特権 EXEC
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
show auto qos コマンド出力には、各インターフェイスに入力された auto qos コマンドだけが表示
されます。show auto qos interfaceinterface-id コマンド出力は、特定のインターフェイスに入力さ
れた auto qos コマンドを表示します。
auto-QoS 設定およびユーザ変更を表示する場合は、show running-config 特権 EXEC コマンドを使
用します。
Cisco IOS リリース 12.2(40)SE 以降、show auto qos コマンドの出力には、Cisco IP Phone のサービ
ス ポリシー情報が表示されます。
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次の例では、auto qos voip cisco-phone および auto qos voip cisco-softphone インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを入力した場合の show auto qos コマンドの出力を示します。
Device# show auto qos
GigabitEthernet2/0/4
auto qos voip cisco-softphone
GigabitEthernet2/0/5
auto qos voip cisco-phone
GigabitEthernet2/0/6
auto qos voip cisco-phone

次の例では、auto qos voip cisco-phone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力
した場合の show auto qos interfaceinterface-id コマンドの出力を示します。
Device# show auto qos interface gigabitethernet 2/0/5
GigabitEthernet2/0/5
auto qos voip cisco-phone

次の例では、auto qos voip cisco-phone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力
した場合の show auto qos interfaceinterface-id コマンドの出力を示します。
Device# show auto qos interface gigabitethernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/2
auto qos voip cisco-phone

次の例では、auto-QoS がインターフェイスでディセーブルになっている場合の show auto qos
interfaceinterface-id コマンドの出力を示します。
Device# show auto qos interface gigabitethernet3/0/1
AutoQoS is disabled

class
指定されたクラスマップ名のトラフィックを分類する一致基準を定義するには、ポリシーマップ
コンフィギュレーション モードで class コマンドを使用します。既存のクラス マップを削除する
場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
class {class-map-name| class-default}
no class {class-map-name| class-default}
___________________
構文の説明

class-map-name

クラス マップ名。

class-default

分類されていないパケットに一致するシステムのデフォルト ク
ラスを参照します。

___________________
コマンド モード
デフォルト
ポリシー マップ コンフィギュレーション
クラス マップは定義されていません。
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
class コマンドを使用する前に、policy-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
してポリシー マップを識別し、ポリシーマップ コンフィギュレーション モードを開始する必要
があります。ポリシーマップを指定すると、ポリシーマップ内で新規クラスのポリシーを設定し
たり、既存クラスのポリシーを変更したりすることができます。service-policy 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て、ポリシーマップをポートへ添付することができま
す。
class コマンドを入力すると、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードが開始され
ます。使用できるコンフィギュレーション コマンドは、次のとおりです。
• admit：コール アドミッション制御（CAC）の要求を許可します。
• bandwidth：クラスに割り当てられる帯域幅を指定します。
• exit：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 コ
ンフィギュレーション モードに戻ります。
• no：コマンドをデフォルト設定に戻します。
• police：分類したトラフィックのポリサーまたは集約ポリサーを定義します。ポリサーは、
帯域幅の限度およびその限度を超過した場合に実行するアクションを指定します。このコマ
ンドの詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』を参照し
てください。
• priority：ポリシー マップに属するトラフィックのクラスにスケジューリング プライオリティ
を割り当てます。
• queue-buffers：クラスのキュー バッファを設定します。
• queue-limit：ポリシー マップに設定されたクラス ポリシー用にキューが保持できる最大パ
ケット数を指定します。
• service-policy：QoS サービス ポリシーを設定します。
• set：分類したトラフィックに割り当てる値を指定します。詳細については、次のサイトを参
照してください。 セット, （60 ページ）
• shape：平均またはピーク レート トラフィック シェーピングを指定します。このコマンドの
詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』を参照してくだ
さい。
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ポリシーマップ コンフィギュレーション モードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権
EXEC モードに戻るには、end コマンドを使用します。
class コマンドは、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドと同じ機能を実行しま
す。他のポートと共有していない新しい分類が必要な場合は、class コマンドを使用します。多数
のポート間でマップを共有する場合には、class-map コマンドを使用します。
classclass-default ポリシーマップ コンフィギュレーション コマンドを使用して、デフォルト クラ
スを設定できます。分類されていないトラフィック（トラフィック クラスで指定された一致基準
を満たさないトラフィック）は、デフォルト トラフィックとして処理されます。
設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。
次に、policy1 という名前のポリシー マップを作成する例を示します。このコマンドが入力方向に
添付された場合、class1 で定義されたすべての着信トラフィックの照合を行い、IP DiffServ コード
ポイント（DSCP）を 10 に設定し、平均レート 1 Mb/s、バースト 20 KB のトラフィックをポリシ
ングします。プロファイルを超えるトラフィックは、ポリシング設定 DSCP マップから取得した
DSCP 値がマークされてから送信されます。
Device(config)# policy-map policy1
Device(config-pmap)# class class1
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Device(config-pmap-c)# exit

次に、ポリシー マップにデフォルトのトラフィック クラスを設定する例を示します。また、
class-default が最初に設定された場合でも、デフォルトのトラフィック クラスをポリシー マップ
pm3 の終わりに自動的に配置する方法も示します。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map cm-3
Device(config-cmap)# match ip dscp 30
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map cm-4
Device(config-cmap)# match ip dscp 40
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map pm3
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class cm-3
Device(config-pmap-c)# set dscp 4
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class cm-4
Device(config-pmap-c)# set precedence 5
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit
Device# show policy-map pm3
Policy Map pm3
Class cm-3
set dscp 4
Class cm-4
set precedence 5
Class class-default
set dscp af11
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関連トピック
class-map, （43 ページ）
policy-map, （50 ページ）
show policy-map, （85 ページ）
セット, （60 ページ）

class-map
名前を指定したクラスとパケットの照合に使用するクラス マップを作成し、クラスマップ コン
フィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードでclass-map
コマンドを使用します。既存のクラス マップを削除し、グローバル コンフィギュレーション モー
ドまたはポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻るには、このコマンドの no 形式を
使用します。
class-map[match-any| type] class-map-name
no class-map[match-any| type] class-map-name
___________________
構文の説明

match-any

（任意）このクラス マップ内の一致ステートメントの論理和をとり
ます。1 つ以上の条件が一致していなければなりません。

type

（任意）CPL クラス マップを設定します。

class-map-name

クラス マップ名。

___________________
コマンド デフォルト
クラス マップは定義されていません。
___________________
コマンド モード
グローバル コンフィギュレーション
ポリシー マップ コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

type キーワードが追加されました。
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___________________
使用上のガイドライン
クラス マップ一致基準を作成または変更するクラスの名前を指定し、クラス マップ コンフィギュ
レーション モードを開始する場合は、このコマンドを使用します。
ポートごとに適用される、グローバルに名前が付けられたサービス ポリシーの一部として、パ
ケットの分類、マーキング、および集約ポリシングを定義する場合は、class-map コマンドおよび
そのサブコマンドを使用します。
Quality of Service（QoS）クラスマップ コンフィギュレーション モードでは、次のコンフィギュ
レーション コマンドを利用することができます。
• description：クラス マップを説明します（最大 200 文字）。show class-map 特権 EXEC コマ
ンドは、クラス マップの説明と名前を表示します。
• exit：QoS クラスマップ コンフィギュレーション モードを終了します。
• match：分類基準を設定します。
• no：クラス マップから一致ステートメントを削除します。
match-any キーワードを入力した場合、match access-group クラスマップ コンフィギュレーショ
ン コマンドで名前付き拡張アクセス コントロール リスト（ACL）を指定するためだけに使用で
きます。
物理ポート単位でパケット分類を定義するために、クラス マップごとに 1 つの match コマンドの
みがサポートされています。
ACL には複数のアクセス コントロール エントリ（ACE）を含めることができます。
次に、クラス マップ class1 に 1 つの一致基準（アクセス リスト 103）を設定する例を示します。
Device(config)# access-list 103 permit ip any any dscp 10
Device(config)# class-map class1
Device(config-cmap)# match access-group 103
Device(config-cmap)# exit

次に、クラス マップ class1 を削除する例を示します。
Device(config)# no class-map class1

設定を確認するには、show class-map 特権 EXEC コマンドを入力します。
関連トピック
policy-map, （50 ページ）
show policy-map, （85 ページ）

コマンド リファレンス、Cisco IOS XE Denali 16.3.x（Catalyst 3850 スイッチ）
44

QoS コマンド
match（クラスマップ コンフィギュレーション）

match（クラスマップ コンフィギュレーション）
トラフィックを分類するための一致基準を定義するには、クラスマップ コンフィギュレーション
モードで match コマンドを使用します。一致基準を削除するには、このコマンドの no 形式を使
用します。
match {access-group{nameacl-name | acl-index}| class-map class-map-name| cos cos-value| dscp dscp-value|
[ ip ] dscp dscp-list | [ip] precedence ip-precedence-list| precedence precedence-value1...value4| qos-group
qos-group-value| vlan vlan-id}
no match {access-group{nameacl-name | acl-index}| class-map class-map-name| cos cos-value| dscp
dscp-value| [ ip ] dscp dscp-list | [ip] precedence ip-precedence-list| precedence precedence-value1...value4|
qos-group qos-group-value| vlan vlan-id}
___________________
構文の説明

access-group

アクセス グループを指定します。

name acl-name

IP 標準または拡張アクセス コントロール リスト
（ACL）または MAC ACL の名前を指定します。

acl-index

IP 標準または拡張アクセス コントロール リスト
（ACL）または MAC ACL の番号を指定します。IP
標準 ACL の場合、ACL インデックス範囲は 1 ～ 99
および 1300 ～ 1999 です。IP 拡張 ACL の場合、ACL
インデックス範囲は 100 ～ 199 および 2000 ～ 2699
です。

class-map class-map-name

トラフィック クラスを分類ポリシーとして使用し、
使用するトラフィック クラスの名前を一致基準とし
て指定します。

cos cos-value

レイヤ 2 サービス クラス（CoS）/Inter-Switch Link
（ISL）マーキングに基づいてパケットを照合しま
す。CoS 値は 0 ～ 7 です。1 つの match cos ステー
トメントに最大 4 つの CoS 値をスペースで区切って
指定できます。

dscp dscp-value

各 DSCP 値のパラメータを指定します。DiffServ コー
ド ポイント値を指定する 0 ～ 63 の範囲の値を指定
できます。
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ip dscpdscp-list

着信パケットとの照合を行うための、最大 8 つまで
の IP DiffServ コード ポイント（DSCP）値の一覧を
指定します。各値はスペースで区切ります。指定で
きる範囲は 0 ～ 63 です。一般的に使用する値に対
してはニーモニック名を入力することもできます。

ip precedenceip-precedence-list

着信パケットとの照合を行うための、最大 8 つの IP
プレシデンス値の一覧を指定します。各値はスペー
スで区切ります。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。一
般的に使用する値に対してはニーモニック名を入力
することもできます。

precedence precedence-value1...value4

分類されたトラフィックに IP プレシデンス値を割
り当てます。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。一般的
に使用する値に対してはニーモニック名を入力する
こともできます。

qos-group qos-group-value

特定の QoS グループ値を一致基準として識別しま
す。指定できる範囲は 0 ～ 31 です。

vlan vlan-id

特定の VLAN を一致基準として指定します。指定で
きる範囲は 1 ～ 4095 です。

___________________
コマンド デフォルト
一致基準は定義されません。
___________________
コマンド モード
クラスマップ コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

class-map class-map-name、cos cos-value、qos-group
qos-group-value、および vlan vlan-id キーワードが追加
されました。
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___________________
使用上のガイドライン
パケットを分類するために着信パケットのどのフィールドを調べるのかを指定する場合は、match
コマンドを使用します。IP アクセス グループまたは MAC アクセス グループの Ether Type/Len の
マッチングだけがサポートされています。
class-map match-anyclass-map-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力する場
合、次の match コマンドを入力できます。
• match access-group name acl-name

（注）

ACL は、名前付き拡張 ACL にする必要があります。

• match ip dscpdscp-list
• match ip precedenceip-precedence-list
match access-groupacl-index コマンドはサポートされていません。
物理ポート単位でパケット分類を定義するために、クラス マップごとに 1 つの match コマンドの
みがサポートされています。この場合、match-any キーワードと同じです。
match ip dscpdscp-list または match ip precedenceip-precedence-list コマンドの場合は、よく使用さ
れる値のニーモニック名を入力できます。たとえば、match ip dscp af11 コマンドを入力できま
す。このコマンドは、match ip dscp 10 コマンドを入力した場合と同じ結果になります。また、
match ipprecedence critical コマンドを入力できます。このコマンドは、match ip precedence 5 コ
マンドを入力した場合と同じ結果になります。サポートされているニーモニックの一覧を表示す
るには、match ip dscp ? または match ip precedence ? コマンドを入力して、コマンドラインのヘ
ルプ文字列を参照してください。
階層ポリシー マップ内にインターフェイス レベルのクラス マップを設定するときには、
input-interfaceinterface-id-list キーワードを使用します。interface-id-list には、最大 6 つのエントリ
を指定することができます。
次の例では、クラス マップ class2 を作成する方法を示します。このマップは、DSCP 値 10、11、
および 12 を持つすべての着信トラフィックに一致します。
Device(config)# class-map class2
Device(config-cmap)# match ip dscp 10 11 12
Device(config-cmap)# exit

次の例では、クラス マップ class3 を作成する方法を示します。このマップは、IP precedence 値 5、
6、および 7 を持つすべての着信トラフィックに一致します。
Device(config)# class-map class3
Device(config-cmap)# match ip precedence 5 6 7
Device(config-cmap)# exit

次の例では、IP precedence 一致基準を削除し、acl1 を使用してトラフィックを分類する方法を示
します。
Device(config)# class-map class2
Device(config-cmap)# match ip precedence 5 6 7
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Device(config-cmap)# no match ip precedence
Device(config-cmap)# match access-group acl1
Device(config-cmap)# exit

次の例では、階層ポリシー マップでインターフェイス レベルのクラス マップが適用する物理ポー
トのリストの指定方法を示しています。
Device(config)# class-map match-any class4
Device(config-cmap)# match cos 4
Device(config-cmap)# exit

次の例では、階層ポリシー マップでインターフェイス レベルのクラス マップが適用する物理ポー
トの範囲の指定方法を示しています。
Device(config)# class-map match-any class4
Device(config-cmap)# match cos 4
Device(config-cmap)# exit

設定を確認するには、show class-map 特権 EXEC コマンドを入力します。

match non-client-nrt
NRT（非リアルタイム）で非クライアントを照合するには、クラスマップ コンフィギュレーショ
ン モードで matchnon-client-nrt コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
match non-client-nrt
no match non-client-nrt
___________________
構文の説明
このコマンドには引数またはキーワードはありません。
___________________
コマンド デフォルト
なし
___________________
コマンド モード
クラスマップ
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
なし
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次に、NRT で非クライアントを設定する例を示します。
Device(config)# class-map test_1000
Device(config-cmap)# match non-client-nrt

match wlan user-priority
802.11 固有の値を照合するには、クラスマップ コンフィギュレーション モードで
matchwlanuser-priority コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。
match wlan user-priority wlan-value [wlan-value] [wlan-value] [wlan-value]
no match wlan user-priority wlan-value [wlan-value] [wlan-value] [wlan-value]
___________________
構文の説明

wlan-value

802.11 固有の値。ユーザ プライオリティ 802.11 TID user priority（0-7）を入
力します。（任意）ユーザ プライオリティ値を 3 つまで、空白文字区切りで
入力します。

___________________
コマンド デフォルト
なし
___________________
コマンド モード
クラスマップ
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
なし
次に、ユーザ プライオリティ値を設定する例を示します。
Device(config)# class-map test_1000
Device(config-cmap)# match wlan user-priority 7
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policy-map
複数の物理ポートまたはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に適用し、ポリシーマップ コン
フィギュレーションモードを開始できるポリシーマップを作成または変更するには、グローバル
コンフィギュレーション モードで policy-map コマンドを使用します。既存のポリシー マップを
削除し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻るには、このコマンドの no 形式を使用
します。
policy-map policy-map-name
no policy-map policy-map-name
___________________
構文の説明

policy-map-name

ポリシー マップ名です。

___________________
コマンド デフォルト
ポリシー マップは定義されません。
___________________
コマンド モード
グローバル コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
policy-map コマンドを入力すると、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに入り、次
のコンフィギュレーション コマンドが使用可能になります。
• class：指定したクラス マップの分類一致基準を定義します。
• description：ポリシー マップを説明します（最大 200 文字）。
• exit：ポリシーマップ コンフィギュレーション モードを終了し、グローバル コンフィギュ
レーション モードに戻ります。
• no：定義済みポリシー マップを削除します。
• sequence-interval：シーケンス番号機能をイネーブルにします。
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グローバル コンフィギュレーション モードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを使用します。
一致基準がクラス マップに定義されているクラスのポリシーを設定する前に、policy-map コマン
ドを使用して作成、追加または変更するポリシー マップの名前を指定します。policy-map コマン
ドを入力した場合も、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードがイネーブルになり、こ
のモードでポリシー マップのクラス ポリシーを設定または変更することができます。
クラスポリシーをポリシーマップ内で設定できるのは、クラスに一致基準が定義されている場合
だけです。クラスの一致基準を設定するには、class-map グローバル コンフィギュレーション コ
マンドおよび match クラス マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。物理ポート
単位でパケット分類を定義します。
1 つの入力ポートでは、1 つのポリシー マップだけがサポートされています。同じポリシー マッ
プを複数の物理ポート に適用できます。
物理ポートに非階層ポリシーマップを適用できます。非階層ポリシーマップは、デバイスのポー
ト ベース ポリシー マップと同じです。
階層ポリシー マップには親子ポリシーの形式で 2 つのレベルがあります。親ポリシーは変更でき
ませんが、子ポリシー（port-child ポリシー）は、QoS 設定に合わせて変更できます。
VLAN ベースの QoS では、サービス ポリシーが SVI インターフェイスに適用されます。VLAN ポ
リシーマップに属するすべての物理インターフェイスは、ポートベースのポリシーマップの代わ
りに VLAN ベースのポリシー マップが表示されるように設定する必要があります。

（注）

有線およびワイヤレスポートですべての MQC QoS の組み合わせがサポートされているわけで
はありません。これらの制限の詳細については、サービス品質（QoS）構成ガイドの「有線
ターゲットのQoSの制限」および「ワイヤレス ターゲットの QoS の制限」に関する章を参照
してください。
次の例では、policy1 という名前のポリシー マップを作成する方法を示します。入力ポートに適用
した場合、class1 で定義されたすべての着信トラフィックの照合を行い、IP DSCP を 10 に設定し、
平均伝送速度 1 Mb/s、バースト 20 KB のトラフィックをポリシングします。プロファイル未満の
トラフィックが送信されます。
Device(config)# policy-map policy1
Device(config-pmap)# class class1
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap-c)# police 1000000 20000 conform-action transmit
Device(config-pmap-c)# exit

次に、階層ポリシーを設定する例を示します。
Switch# configure terminal
Device(config)# class-map c1
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# class-map c2
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map child
Device(config-pmap)# class c1
Device(config-pmap-c)# priority level 1
Device(config-pmap-c)# police rate percent 20 conform-action transmit exceed action drop
Device(config-pmap-c-police)# exit
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Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class c2
Device(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# bandwidth 20000
Device(config-pmap-c)# exit
Device(config-pmap)# exit
Device(config)# policy-map parent
Device(config-pmap)# class class-default
Device(config-pmap-c)# shape average 1000000
Device(config-pmap-c)# service-policy child
Deviceconfig-pmap-c)# end

次に、ポリシー マップを削除する例を示します。
Device(config)# no policy-map policymap2

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。
関連トピック
class, （40 ページ）
class-map, （43 ページ）
service-policy（有線）, （57 ページ）
show policy-map, （85 ページ）

priority
ポリシー マップに属するトラフィックのクラスにプライオリティを割り当てるには、ポリシー
マップ クラス コンフィギュレーション モードで priority コマンドを使用します。以前に指定した
クラスのプライオリティを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
priority [Kbps [burst -in-bytes] | level level-value [Kbps [burst -in-bytes] ] | percent percentage [Kb/s [burst
-in-bytes] ] ]
no priority [Kb/s [burst -in-bytes] | level level value [Kb/s [burst -in-bytes] ] | percent percentage [Kb/s [burst
-in-bytes] ] ]
___________________
構文の説明

Kb/s

（任意）プライオリティ トラフィック向けの保証帯域幅（キ
ロビット/秒（kbps））。帯域幅の量は、使用中のインター
フェイスとプラットフォームによって異なります。保証帯域
幅を超えると、非プライオリティ トラフィックがなくならな
いようにするため、プライオリティ トラフィックが輻輳のイ
ベントでドロップされます。値は 1 ～ 2,000,000 kbps である
必要があります。
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burst -in-bytes

（任意）バイト単位のバースト サイズ。バースト サイズは、
トラフィックの一時的なバーストに対応するネットワークを
設定します。デフォルト バースト値は、設定されている帯域
幅レートで、200ミリ秒のトラフィックとして計算され、burst
引数が指定されていない場合に使用されます。バーストの範
囲は 32 ～ 2000000 バイトです。

levellevel-value

（任意）プライオリティ レベルを割り当てます。level-value
の有効値は 1 と 2 です。レベル 1 はレベル 2 よりもプライオ
リティが高くなります。レベル 1 は帯域幅を予約して最初に
送信を行うため、遅延は非常に低くなります。使用しない場
合でも、帯域幅を予約します。レベル 1 および 2 はどちらも
帯域幅を予約できます。

percentpercentage

（任意）保証帯域幅の量が、使用可能な帯域幅の割合（%）
によって指定されることを、指定します。

___________________
コマンド デフォルト
プライオリティは設定されません。
___________________
コマンド モード
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

Kbps、burst -in-bytes および percentpercentage キーワードが
追加されました。

___________________
使用上のガイドライン
このコマンドは、クラスベース WFQ（CBWFQ）の完全プライオリティ キューイング（PQ）の場
合に、低遅延キューイング（LLQ）を設定します。完全 PQ では、音声などの遅延に敏感なデー
タを、他のキューのパケットをキューから取り出す前にキューから取り出して送信できます。
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（注）

プライオリティは 1 つのレベルのみ設定できます。
1 つのポリシーマップで使用できる完全プライオリティまたはレベル付きプライオリティは 1
つだけです。kbps または割合のない同じプライオリティ レベルが設定された複数のプライオ
リティは、ポリシングですべてが設定された場合にのみ使用できます。
priority コマンドを使用すると、（User Datagram Ports（UDP）ポートだけではなく）さまざまな基
準に基づいてクラスと設定し、プライオリティを割り当てることができます。これは、シリアル
インターフェイスと ATM 相手先固定接続（PVC）で使用できます。類似の ip rtp priority コマン
ドを使用すると、UDPポート番号にだけ基づいてプライオリティフローを決定することができ、
ATM PVC は使用できません。
デバイスが輻輳していない場合は、プライオリティクラストラフィックの割り当て帯域幅を超え
ることができます。デバイスが輻輳している場合、割り当てられた帯域幅を超えるプライオリティ
クラス トラフィックは破棄されます。
同じポリシー マップ内では、bandwidth コマンドおよび priority コマンドは、同じクラスに使用で
きません。ただし、これらのコマンドは、同じポリシー マップ内では一緒に使用できます。
ポリシー マップで、1 つまたは複数のクラスにプライオリティ ステータスを指定できます。単一
ポリシーマップ内の複数のクラスがプライオリティクラスとして設定されると、これらのクラス
からのすべてのトラフィックが、同じ単一のプライオリティ キューにキューイングされます。
クラスポリシー設定が含まれているポリシーマップがインターフェイスに付加されて、そのイン
ターフェイスのサービス ポリシーが決定される場合、使用可能な帯域幅が評価されます。イン
ターフェイスの帯域幅が不十分なことが原因で、特定のインターフェイスにポリシー マップがア
タッチできない場合、そのポリシーは、正常にアタッチされていたすべてのインターフェイスか
ら削除されます。
例
次に、ポリシー マップ policy1 のクラスのプライオリティを設定する例を示します。
Device(config)# class-map cm1
Device(config-cmap)#match precedence 2
Device(config-cmap)#exit
Device(config)#class-map cm2
Device(config-cmap)#match dscp 30
Device(config-cmap)#exit
Device(config)# policy-map policy1
Device(config-pmap)# class cm1
Device(config-pmap-c)# priority level 1
Device(config-pmap-c)# police 1m
Device(config-pmap-c-police)#exit
Device(config-pmap-c)#exit
Device(config-pmap)#exit
Device(config)#policy-map policy1
Device(config-pmap)#class cm2
Device(config-pmap-c)#priority level 2
Device(config-pmap-c)#police 1m
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queue-buffers ratio
クラスのキュー バッファを設定するには、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モー
ドで queue-buffers ratio コマンドを使用します。比率制限を削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。
queue-buffers ratio ratio limit
no queue-buffers ratio ratio limit
___________________
構文の説明

ratio limit

（任意）クラスのキュー バッファを設定します。キュー バッファの比率制
限（0 ～ 100）を入力します。

___________________
コマンド デフォルト
クラスのキュー バッファは定義されていません。
___________________
コマンド モード
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
このコマンドを使用する前に、bandwidth、shape または priority コマンドを使用する必要があり
ます。これらのコマンドの詳細については、Cisco.com で入手可能な Cisco IOS Quality of Service ソ
リューションのコマンド リファレンスを参照してください。
を使用すると、キューにバッファを割り当てることができます。バッファが割り当てられていな
い場合、すべてのキューの間で均等に分割されます。queue-buffer ratio を使用して、特定の比率で
分割できます。デフォルトでは、ダイナミックしきい値およびスケーリング（DTS）がすべての
キューでアクティブであるため、バッファはソフト バッファです。

（注）

queue-buffer ratio は有線ポートと無線ポートの両方でサポートされますが、queue-buffer ratio は
queue-limit とともに設定することはできません。
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例
次にキュー バッファの比率を 10 % に設定する例を示します。
Device(config)# policy-map policy_queuebuf01
Device(config-pmap)# class-map class_queuebuf01
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy policy_queuebuf01
Device(config-pmap)# class class_queuebuf01
Device(config-pmap-c)# bandwidth percent 80
Device(config-pmap-c)# queue-buffers ratio 10
Device(config-pmap)# end

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。
関連トピック
show policy-map, （85 ページ）

queue-limit
キューが保持できる、ポリシーマップ内に設定されたクラスポリシーのパケットの最大数を指定
または変更するには、queue-limit ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使
用します。クラスからキュー パケット制限を削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
queue-limit queue-limit-size[packets] {cos cos-value| dscp dscp-value} percent percentage-of-packets
no queue-limit queue-limit-size[packets] {cos cos-value| dscp dscp-value} percent percentage-of-packets
___________________
構文の説明

queue-limit-size

キューの最大サイズ。最大値は、オプションの指
定される測定単位用キーワード（bytes、ms、また
は packets）の単位によって異なります。

cos cos-value

各 cos 値のパラメータを指定します。CoS 値の範
囲は 0 ～ 7 です。

dscp dscp-value

各 DSCP 値のパラメータを指定します。
キュー制限のタイプに合わせて DiffServ コードポ
イント値を指定します。範囲は 0 ～63 です。

percent percentage-of-packets

___________________
___________________
コマンド デフォルト
コマンド モード

このクラスのキューが蓄積できるパケットの最大
割合を指定します。範囲は 1 ～ 100 です。

なし
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
packets 測定単位は、コマンドラインのヘルプ文字列には表示されますが、サポートされていませ
ん。percent 測定単位を使用してください。

（注）

このコマンドは、出力方向の有線ポートでのみサポートされています。
Weighted Fair Queueing（WFQ）により、クラス マップが定義される各クラスのキューが作成され
ます。クラスの一致条件を満たすパケットは、送信されるまで、このクラス専用のキューに蓄積
されます。この処理は、均等化キューイング プロセスによってキューが処理される場合に発生し
ます。クラスに定義した最大パケットしきい値に達すると、クラス キューへのそれ以降のパケッ
トのキューイングは、テール ドロップされます。
重み付けテール ドロップ（WTD）を設定するためにキュー制限を使用します。WTD を使用する
と、キューごとに複数のしきい値を設定できます。各サービス クラスが異なるしきい値でドロッ
プされて QoS 差別化が実現されます。
トラフィックの異なるサブクラス、つまり、DSCP と CoS に最大キューしきい値を設定し、各サ
ブクラスに最大キューしきい値を設定できます。
例
次の例では、dscp-1 というクラスのポリシーを含めるために port-queue というポリシー マップを
設定しています。このクラスのポリシーは、確保されているキューの最大パケット制限が 20 % に
なるように設定されています。
Device(config)# policy-map policy11
Device(config-pmap)# class dscp-1
Device(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Device(config-pmap-c)# queue-limit dscp 1 percent 20

service-policy（有線）
物理ポートまたはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）のにポリシー マップを適用するには、
インターフェイス コンフィギュレーション モードで service-policy コマンドを使用します。ポリ
シー マップとポートの対応付けを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
service-policy {input | output} policy-map-name
no service-policy {input | output} policy-map-name
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___________________
構文の説明

inputpolicy-map-name

物理ポートまたは SVI の入力に、指定したポリシー マップを
適用します。

outputpolicy-map-name

物理ポートまたは SVI の出力に、指定したポリシー マップを
適用します。

___________________
コマンド デフォルト
ポートにポリシー マップは適用されていません。
___________________
コマンド モード
WLAN インターフェイス コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
ポリシー マップは、policy map コマンドによって定義されます。
1 つのポートごとに入力と出力に関して 1 つのポリシー マップだけがサポートされます。つまり、
いずれのポートにおいても、1 つの入力ポリシーと 1 つの出力ポリシーだけを使用できます。
ポリシー マップは、物理ポートまたは SVI 上の着信トラフィックに適用できます。QoS Configuration
Guide (Catalyst 3850 Switches)。

（注）

history キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されますが、サポートさ
れていません。このキーワードが収集した統計情報は無視します。
次の例では、物理入力ポートに plcmap1 を適用する方法を示します。
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# service-policy input plcmap1

次の例では、物理ポートから plcmap2 を削除する方法を示します。
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/2
Device(config-if)# no service-policy input plcmap2
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次の例では、VLAN のポリサー設定を表示します。この設定の最後に、QoS のインターフェイス
に VLAN ポリシー マップを適用します。
Device# configure terminal
Device(config)# class-map vlan100
Device(config-cmap)# match vlan 100
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map vlan100
Device(config-pmap)# policy-map class vlan100
Device(config-pmap-c)# police 100000 bc conform-action transmit exceed-action drop
Device(config-pmap-c-police)# end
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/5
Device(config-if)# service-policy input vlan100

設定を確認するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを入力します。
関連トピック
policy-map, （50 ページ）
show policy-map, （85 ページ）

service-policy（WLAN）
WLAN サービス品質（QoS）サービス ポリシーを設定するには、service-policy コマンドを使用し
ます。WLAN の QoS ポリシーを無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
service-policy [client] {input| output}policy-name
no service-policy [client] {input| output}policy-name
___________________
構文の説明

client

（任意）WLAN 上のすべてのクライアントにポリシー マップを割り
当てます。

input

入力ポリシー マップを割り当てます。

output

出力ポリシー マップを割り当てます。

policy-name

ポリシー名。

___________________
コマンド デフォルト
ポリシーが割り当てられない場合、ポリシーに割り当てられる状態は [None] になります。
___________________
コマンド モード
WLAN の設定
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
このコマンドを使用する前に、WLAN をディセーブルにする必要があります。WLAN をディセー
ブルにする方法の詳細については、「関連コマンド」の項を参照してください。
次の例では、WLAN の入力 QoS サービス ポリシーを設定する方法を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# service-policy input policy-test

次の例では、WLAN の入力 QoS サービス ポリシーをディセーブルにする方法を示します。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# no service-policy input policy-test

次に、WLAN の出力 QoS サービス ポリシーを platinum（貴金属ポリシー）に設定する例を示しま
す。
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# wlan wlan1
Device(config-wlan)# service-policy output platinum

関連トピック
wlan
wlan

セット
パケットで Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）値または IP プレシ
デンス値を設定して IP トラフィックを分類するには、ポリシーマップ クラス コンフィギュレー
ション モードで set コマンドを使用します。トラフィックの分類を削除するには、このコマンド
の no 形式を使用します。
set cos| dscp| precedence| ip| qos-group| wlan
set cos {cos-value} | {cos| dscp| precedence| qos-group| wlan} [table table-map-name]
set dscp {dscp-value} | {cos| dscp| precedence| qos-group| wlan} [table table-map-name]
set ip{dscp| precedence}
set precedence{precedence-value} | {cos| dscp| precedence| qos-group} [table table-map-name]
set qos-group {qos-group-value| dscp [table table-map-name]| precedence [table table-map-name]}
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set wlan user-priorityuser-priority-value| costable table-map-name| dscptable table-map-name|
qos-grouptable table-map-name| wlantable table-map-name
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___________________
構文の説明

cos

発信パケットのレイヤ 2 サービス クラス（CoS）値
またはユーザ プライオリティを設定します。次の値
を指定できます。
• cos-value：0 ～ 7 の CoS 値。一般的に使用する
値に対してはニーモニック名を入力することも
できます。
• パケットに CoS 値を設定するためのパケット
マーキング カテゴリを指定します。パケット
マーキング値をマッピングおよび変換するため
のテーブル マップも設定している場合は、これ
によって「map from」パケットマーキング カテ
ゴリが確立されます。パケットマーキング カテ
ゴリのキーワードは次のとおりです。
◦ cos：CoS 値またはユーザ プライオリティ
からの値を設定します。
◦ dscp：DiffServ コード ポイント（DSCP）
からの値を設定します。
◦ precedence：パケット優先順位からの値を
設定します。
◦ qos-group：QoS グループからの値を設定
します。
◦ wlan：WLAN ユーザ プライオリティ値を
設定します。
• （任意）table table-map-name：CoS 値の設定に
使用される指定されたテーブル マップに設定さ
れている値を示します。CoS 値の指定に使用さ
れるテーブル マップの名前を入力します。テー
ブル マップ名には、最大 64 の英数字を使用で
きます。
パケットマーキング カテゴリを指定したが、
テーブル マップを指定していない場合、デフォ
ルト アクションは、パケットマーキング カテ
ゴリに関連付けられた値を CoS 値としてコピー
することです。たとえば、set cos precedence コ
マンドを入力する場合、precedence（パケット
マーキング カテゴリ）値がコピーされ、CoS 値
として使用されます。
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dscp

IP（v4）および IPv6 パケットの DiffServ コード ポ
イント（DSCP）を指定します。次の値を指定できま
す。
• cos-value：DSCP 値を設定する番号。範囲は 0
～ 63 です。一般的に使用する値に対してはニー
モニック名を入力することもできます。
• パケットに DSCP 値を設定するためのパケット
マーキング カテゴリを指定します。パケット
マーキング値をマッピングおよび変換するため
のテーブル マップも設定している場合は、これ
によって「map from」パケットマーキング カテ
ゴリが確立されます。パケットマーキング カテ
ゴリのキーワードは次のとおりです。
◦ cos：CoS 値またはユーザ プライオリティ
からの値を設定します。
◦ dscp：DiffServ コード ポイント（DSCP）
からの値を設定します。
◦ precedence：パケット優先順位からの値を
設定します。
◦ qos-group：QoS グループからの値を設定
します。
◦ wlan：WLAN からの値を設定します。
• （任意）table table-map-name：DSCP 値の設定
に使用される指定されたテーブル マップに設定
されている値を示します。DSCP 値の指定に使
用されるテーブル マップの名前を入力します。
テーブル マップ名には、最大 64 の英数字を使
用できます。
パケットマーキング カテゴリを指定したが、
テーブル マップを指定していない場合、デフォ
ルト アクションは、パケットマーキング カテ
ゴリに関連付けられた値を DSCP 値としてコ
ピーすることです。たとえば、set dscp cos コマ
ンドを入力する場合、CoS 値（パケットマーキ
ング カテゴリ）がコピーされ、DSCP 値として
使用されます。
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ip

分類されたトラフィックに IP 値を設定します。次の
値を指定できます。
• dscp：0 ~ 63 の IP DSCP 値またはパケット マー
キング カテゴリを指定します。
• precedence：IP ヘッダーの precedence ビット値
を指定します（有効な値は 0 ~ 7）。または、パ
ケットマーキング カテゴリを指定します。

precedence

パケット ヘッダーに precedence 値を設定します。次
の値を指定できます。
• precedence-value：パケット ヘッダーに
precedence ビットを設定します。有効な値は 0
~ 7 です。一般的に使用する値に対してはニー
モニック名を入力することもできます。
• パケットの優先順位値を設定するためのパケッ
トマーキング カテゴリを指定します。
◦ cos：CoS またはユーザ プライオリティか
らの値を設定します。
◦ dscp：DiffServ コード ポイント（DSCP）
からの値を設定します。
◦ precedence：パケット優先順位からの値を
設定します。
◦ qos-group：QoS グループからの値を設定
します。
• （任意）table table-map-name：優先順位値の設
定に使用される指定されたテーブル マップに設
定されている値を示します。優先順位値の指定
に使用されるテーブル マップの名前を入力しま
す。テーブル マップ名には、最大 64 の英数字
を使用できます。
パケットマーキング カテゴリを指定したが、
テーブル マップを指定していない場合、デフォ
ルト アクションは、パケットマーキング カテ
ゴリに関連付けられた値を優先順位値としてコ
ピーすることです。たとえば、set precedence
cos コマンドを入力する場合、CoS 値（パケッ
トマーキング カテゴリ）がコピーされ、優先順
位値として使用されます。
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qos-group

後でパケットを分類するために使用できる QoS グ
ループ ID を割り当てます。
• qos-group-value：分類されたトラフィックに QoS
値を設定します。指定できる範囲は 0 ～ 31 で
す。一般的に使用する値に対してはニーモニッ
ク名を入力することもできます。
• dscp：パケットの元の DSCP フィールド値を
QoS グループ値として設定します。
• precedence：パケットの元の優先順位フィール
ドの値を QoS グループ値として設定します。
• （任意）table table-map-name：DSCP 値または
優先順位値の設定に使用される指定されたテー
ブル マップに設定されている値を示します。値
の指定に使用されるテーブル マップの名前を入
力します。テーブル マップ名には、最大 64 の
英数字を使用できます。
パケットマーキング カテゴリ（dscp または
precedence）を指定したが、テーブル マップを
指定していない場合、デフォルト アクション
は、パケットマーキング カテゴリに関連付けら
れた値を QoS グループ値としてコピーすること
です。たとえば、set qos-group precedence コマ
ンドを入力する場合、優先順位値（パケット
マーキング カテゴリ）がコピーされ、QoS グ
ループ値として使用されます。
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wlanuser-prioritywlan-user-priority

分類されたトラフィックに WLAN ユーザ プライオ
リティを割り当てます。次の値を指定できます。
• wlan-user-priority：分類されたトラフィックに
WLAN ユーザ プライオリティを設定します。
指定できる範囲は 0 ～ 7 です。
• cos：レイヤ 2 CoS フィールド値を WLAN ユー
ザ プライオリティとして設定します。
• dscp：DSCP フィールド値を WLAN ユーザ プ
ライオリティとして設定します。
• precedence：優先順位フィールド値を WLAN
ユーザ プライオリティとして設定します。
• wlan：WLAN ユーザ プライオリティ フィール
ド値を WLAN ユーザ プライオリティとして設
定します。
• （任意）table table-map-name：WLAN ユーザ
プライオリティ値の設定に使用される指定され
たテーブル マップに設定されている値を示しま
す。値の指定に使用されるテーブル マップの名
前を入力します。テーブル マップ名には、最大
64 の英数字を使用できます。
パケットマーキング カテゴリを指定したが、
テーブル マップを指定していない場合、デフォ
ルト アクションは、パケットマーキング カテ
ゴリに関連付けられた値を WLAN ユーザ プラ
イオリティとしてコピーすることです。たとえ
ば、set wlan user-priority cos コマンドを入力す
る場合、CoS 値（パケットマーキング カテゴ
リ）がコピーされ、WLAN ユーザ プライオリ
ティとして使用されます。

___________________
コマンド デフォルト
トラフィックの分類は定義されていません。
___________________
コマンド モード
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
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セット

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

cos、dscp、qos-group、wlantable
table-map-name の各キーワードが追加されまし
た。

___________________
使用上のガイドライン
set dscpdscp-value コマンド、set coscos-value コマンドおよび set ip precedenceprecedence-value コマ
ンドの場合は、一般に使用されている値のニーモニック名を入力できます。たとえば、set dscp
af11 コマンドを入力できます。これは set dscp 10 コマンドの入力と同じです。set ip precedence
critical コマンドを入力できます。これは set ip precedence 5 コマンドの入力と同じです。サポー
トされているニーモニック名について、コマンドラインのヘルプ ストリングを表示するには、set
dscp ? コマンドまたは set ip precedence ? コマンドを入力します。
set dscp cos コマンドを設定する場合は、CoS 値が 3 ビット フィールドで、DSCP 値は 6 ビット
フィールドであり、CoS フィールドの 3 ビットのみが使用される点に注意してください。
set dscp qos-group コマンドを設定する場合は、次の点に注意してください。
• DSCP 値の有効な範囲は 0 ～ 63 の数字です。QoS グループの有効値の範囲は 0 ～ 99 です。
• QoS グループの値が両方の値の範囲内の場合（たとえば、44）、パケットマーキング値がコ
ピーされ、パケットがマーク付けされます。
• QoS グループの値が DSCP の範囲を超える場合（たとえば、77）、パケットマーキング値は
コピーされず、パケットはマーク付けされません。アクションは実行されません。
ポリシー マップ コンフィギュレーション モードでサービス ポリシーを作成し、インターフェイ
スまたは ATM 仮想回線（VC）にサービス ポリシーを付加するまで、set qos-group コマンドは適
用できません。
ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻るには、exit コマンドを使用します。特権
EXEC モードに戻るには、end コマンドを使用します。
次の例では、ポリサーが設定されていないすべての FTP トラフィックに DSCP 値 10 を割り当て
る方法を示します。
Device(config)# policy-map policy_ftp
Device(config-pmap)# class-map ftp_class
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy policy_ftp
Device(config-pmap)# class ftp_class
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap)# exit

設定を確認するには、show policy-map 特権 EXEC コマンドを入力します。
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show ap name service-policy

関連トピック
class, （40 ページ）
policy-map, （50 ページ）
show policy-map, （85 ページ）

show ap name service-policy
特定の Cisco Lightweight アクセス ポイントのサービス ポリシー情報を表示するには、show ap
name service-policy コマンドを使用します。
show ap name ap-name service-policy
___________________
構文の説明

ap-name

Cisco Lightweight アクセス ポイントの名前。

___________________
コマンド デフォルト
なし
___________________
コマンド モード
任意のコマンド モード
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

次の例では、特定の Cisco Lightweight アクセス ポイントのサービス ポリシー情報を表示する方法
を示します。
Device# show ap name 3502b service-policy
NAME: Cisco AP
, DESCR: Cisco Wireless Access Point
PID: 3502I , VID: V01, SN: FTX1525E94A
NAME: Dot11Radio0
PID: UNKNOWN, VID:

, DESCR: 802.11N 2.4GHz Radio
, SN: FOC1522BLNA

NAME: Dot11Radio1
PID: UNKNOWN, VID:

, DESCR: 802.11N 5GHz Radio
, SN: FOC1522BLNA
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show ap name dot11

show ap name dot11
特定の Cisco Lightweight アクセス ポイントに対応する 802.11a または 802.11b 設定情報を表示する
には、show ap name dot11 コマンドを使用します。
show ap name ap-name dot11 {24ghz| 5ghz} {ccx| cdp| profile| service-policy output| stats| tsm {all|
client-mac}}
___________________
構文の説明

ap-name

Cisco Lightweight アクセス ポイントの名前。

24ghz

2.4 GHz 帯域を表示します。

5ghz

5 GHz 帯域を表示します。

ccx

Cisco Client eXtensions（CCX）無線管理ステータス情報を表示します。

cdp

シスコ検出プロトコル（CDP）情報を表示します。

profile

802.11 プロファイルの設定と統計情報を表示します。

service-policyoutput

ダウンストリームのサービス ポリシー情報を表示します。

stats

Cisco Lightweight アクセス ポイントの統計情報を表示します。

tsm

802.11 トラフィック ストリーム メトリックの統計情報を表示します。

all

クライアントがアソシエーションを持つすべてのアクセス ポイントのリ
ストを表示します。

client-mac

クライアントの MAC アドレス。

___________________
コマンド デフォルト
なし
___________________
コマンド モード
任意のコマンド モード
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。
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show ap name dot11

次の例では、アクセスポイントに関連付けられたサービスポリシーを表示する方法を示します。
Device# show ap name test-ap dot11 24ghz service-policy output
Policy Name : test-ap1
Policy State : Installed

次の例では、特定のアクセス ポイントの CCX RRM 802.11 の設定を表示する例を示します。
Device# show ap name AP01 dot11 24ghz ccx

次の例では、特定のアクセス ポイントの CDP 情報を表示する方法を示します。
Device# show ap name AP01 dot11 24ghz cdp
AP Name
AP CDP State
--------------------- -------------AP03
Disabled

次の例では、特定のアクセス ポイントの 802.11b プロファイルの設定と統計情報を表示する方法
を示します。
Device# show ap name AP01 dot11 24ghz profile
802.11b
802.11b
802.11b
802.11b
802.11b
802.11b

Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco

AP
AP
AP
AP
AP
AP

performance profile mode
Interference threshold
noise threshold
RF utilization threshold
throughput threshold
clients threshold

:
:
:
:
:
:

GLOBAL
10 %
-70 dBm
80 %
1000000 bps
12 clients

次の例では、特定のアクセスポイントのダウンストリームのサービスポリシー情報を表示する方
法を示します。
Device# show ap name AP01 dot11 24ghz service-policy output
Policy Name : def-11gn
Policy State : Installed

次の例では、特定のアクセス ポイントの統計情報を表示する方法を示します。
Device# show ap name AP01 dot11 24ghz stats
Number of Users................................:
TxFragmentCount................................:
MulticastTxFrameCnt............................:
FailedCount....................................:
RetryCount.....................................:
MultipleRetryCount.............................:
FrameDuplicateCount............................:
RtsSuccessCount................................:
RtsFailureCount................................:
AckFailureCount................................:
RxIncompleteFragment...........................:
MulticastRxFrameCnt............................:
FcsErrorCount..................................:
TxFrameCount...................................:
WepUndecryptableCount..........................:
TxFramesDropped................................:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Call Admission Control (CAC) Stats
Voice Bandwidth in use(% of config bw).........:
Video Bandwidth in use(% of config bw).........:
Total BW in use for Voice(%)...................:
Total BW in use for SIP Preferred call(%)......:
Load based Voice Call Stats
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show class-map

Total channel MT free..........................:
Total voice MT free............................:
Na Direct......................................:
Na Roam........................................:

0
0
0
0

WMM TSPEC CAC Call Stats
Total num of voice calls in progress...........:
Num of roaming voice calls in progress.........:
Total Num of voice calls since AP joined.......:
Total Num of roaming calls since AP joined.....:
Total Num of exp bw requests received..........:
Total Num of exp bw requests admitted..........:
Num of voice calls rejected since AP joined....:
Num of roam calls rejected since AP joined.....:
Num of calls rejected due to insufficent bw....:
Num of calls rejected due to invalid params....:
Num of calls rejected due to PHY rate..........:
Num of calls rejected due to QoS policy........:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SIP CAC Call Stats
Total Num of calls in progress.................:
Num of roaming calls in progress...............:
Total Num of calls since AP joined.............:
Total Num of roaming calls since AP joined.....:
Total Num of Preferred calls received..........:
Total Num of Preferred calls accepted..........:
Total Num of ongoing Preferred calls...........:
Total Num of calls rejected(Insuff BW).........:
Total Num of roam calls rejected(Insuff BW)....:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Band Select Stats
Num of dual band client .......................:
Num of dual band client added..................:
Num of dual band client expired ...............:
Num of dual band client replaced...............:
Num of dual band client detected ..............:
Num of suppressed client ......................:
Num of suppressed client expired...............:
Num of suppressed client replaced..............:

0
0
0
0
0
0
0
0

次の例では、特定のアクセスポイントに対応するすべてのクライアントのトラフィックストリー
ムの設定を表示する方法を示します。
Device# show ap name AP01 dot11 24ghz tsm all

show class-map
トラフィックを分類するための一致基準を定義するサービス品質（QoS）クラス マップを表示す
るには、show class-map コマンドを EXEC モードで使用します。
show class-map [class-map-name | type control subscriber {all| class-map-name}]
___________________
構文の説明

class-map-name

（任意）クラス マップ名。

type control subscriber

（任意）コントロールクラスマップに関する情報を表示します。

all

（任意）すべてのコントロール クラス マップに関する情報を表
示します。
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show platform hardware fed switch

___________________
コマンド モード
ユーザ EXEC
特権 EXEC
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

次の例では、show class-map コマンドの出力を示します。
Device# show class-map
Class Map match-any videowizard_10-10-10-10 (id 2)
Match access-group name videowizard_10-10-10-10
Class Map match-any class-default (id 0)
Match any
Class Map match-any dscp5 (id 3)
Match ip dscp 5

関連トピック
class-map, （43 ページ）

show platform hardware fed switch
デバイス固有のハードウェア情報を表示するには、show platform hardware fed switchswitch_number
コマンドを使用します。
このトピックでは、QoS 特有のオプション、つまり show platform hardware fed switch {switch_num
| active | standby } qos コマンドで使用可能なオプションのみについて詳しく説明します。
show platform hardware fed switch{switch_num| active| standby} qos{afd| {configtype type| [asicasic_num]|
stats clients{all| bssidid| wlanid id}}| dscp-cos counters{iifd_idid| interfacetypenumber}| le-info| {iifd_id
id| interfacetypenumber}| policerconfig{iifd_idid| interface type number}| queue| {config| {iifd_idid|
interfacetype number| internal port-type type{asicnumber[port_num]}}| label2qmap| [aqmrepqostbl|
iqslabeltable| sqslabeltable]| {asicnumber}| stats| {iifd_id id| interfacetypenumber| internal{cpupolicer|
port-typetypeasicnumber}{asicnumber[port_num]}}}| resource}
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show platform hardware fed switch

___________________
構文の説明

switch {switch_num 情報を表示するスイッチ。次の選択肢があります。
| active | standby }
• switch_num：スイッチの ID。
• active：アクティブ スイッチに関する情報を表示します。
• standby：存在する場合、スタンバイ スイッチに関する情報を表示しま
す。
qos

QoS ハードウェア情報を表示します。次のオプションの中から選択する必要
があります。
• afd：ハードウェアの Approximate Fair Drop（AFD）の情報を表示しま
す。
• dscp-cos：各ポートの DSCP-COS カウンタの情報を表示します。
• leinfo：論理エンティティ情報を表示します。
• policer：ハードウェアの QoS ポリサー情報を表示します。
• queue：ハードウェアのキュー情報を表示します。
• resource：ハードウェアのリソース情報を表示します。

afd {config type |
stats client }

config type または stats client のオプションから選択する必要があります。
config type：
• client：ワイヤレス クライアント情報を表示します。
• port：ポート固有の情報を表示します。
• radio：ワイヤレス無線情報を表示します。
• ssid：ワイヤレス SSID 情報を表示します。
stats client：
• all：すべてのクライアントの統計を表示します。
• bssid：有効な範囲は 1 ～ 4294967295 です。
• wlanid：有効な範囲は 1 ~ 4294967295です。

asicasic_num

（任意）ASIC 番号。有効な範囲は 0 ～ 255 です。
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show platform hardware fed switch

dscp-cos counters
{iifd_id id |
interface
typenumber }

ポートごとの DSCP-COS カウンタを表示します。dscp-cos counters の次のオ
プションから選択する必要があります。
• iif_id id：ターゲット インターフェイス ID。有効な範囲は 1 ～
4294967295 です。
• interface type number：ターゲット インターフェイス タイプおよび ID。

leinfo

dscp-cos counters の次のオプションから選択する必要があります。
• iif_id id：ターゲット インターフェイス ID。有効な範囲は 1 ～
4294967295 です。
• interface type number：ターゲット インターフェイス タイプおよび ID。

policer config

ハードウェアのポリサーに関連する設定情報を表示します。次のオプション
の中から選択する必要があります。
• iif_id id：ターゲット インターフェイス ID。有効な範囲は 1 ～
4294967295 です。
• interface type number：ターゲット インターフェイス タイプおよび ID。
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show platform hardware fed switch

queue{config {iif_id ハードウェアのキュー情報を表示します。次のオプションの中から選択する
id | interface
必要があります。
typenumber |
• config：設定情報。次のオプションの中から選択する必要があります。
internal} |
label2qmap | stats}
• iif_id id：ターゲット インターフェイス ID。有効な範囲は 1 ～
4294967295 です。
• interface type number：ターゲット インターフェイス タイプおよ
び ID。
• internal：内部キューの関連情報を表示します。
• label2qmap：キュー マッピング情報にハードウェア ラベルを表示しま
す。次のオプションの中から選択できます。
• （任意）aqmrepqostbl：AQM REP QoS ラベル テーブルのルック
アップ。
• （任意）iqslabeltable：IQS QoS ラベル テーブルのルックアップ。
• （任意）sqslabeltable：SQS およびローカル QoS ラベル テーブル
のルックアップ。
• stats：キューの統計情報を表示します。次のオプションの中から選択
する必要があります。
• iif_id id：ターゲット インターフェイス ID。有効な範囲は 1 ～
4294967295 です。
• interface type number：ターゲット インターフェイス タイプおよ
び ID。
• internal {cpu policer | port_type port_type asic asic_num [port_num
port_num ] }—Displays internal queue related information.

resource

ハードウェア リソースの使用情報を表示します。次のキーワードを入力す
る必要があります。usage

___________________
コマンド モード
ユーザ EXEC
特権 EXEC
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show platform software fed switch qos

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されまし
た。

これは、show platform hardware fed switchswitch_numberqos queue stats internal cpu policer コマン
ドの出力例です。
Device#show platform hardware fed switch 3 qos queue stats internal cpu policer
(default) (set)
QId PlcIdx Queue Name
Enabled
Rate
Rate
Drop
-----------------------------------------------------------------------0
11
DOT1X Auth
No
1000
1000
0
1
1
L2 Control
No
500
500
0
2
14
Forus traffic
No
1000
1000
0
3
0
ICMP GEN
Yes
200
200
0
4
2
Routing Control
Yes
1800
1800
0
5
14
Forus Address resolution
No
1000
1000
0
6
3
ICMP Redirect
No
500
500
0
7
6
WLESS PRI-5
No
1000
1000
0
8
4
WLESS PRI-1
No
1000
1000
0
9
5
WLESS PRI-2
No
1000
1000
0
10
6
WLESS PRI-3
No
1000
1000
0
11
6
WLESS PRI-4
No
1000
1000
0
12
0
BROADCAST
Yes
200
200
0
13
10
Learning cache ovfl
Yes
100
100
0
14
13
Sw forwarding
Yes
1000
1000
0
15
8
Topology Control
No
13000
13000
0
16
12
Proto Snooping
No
500
500
0
17
16
DHCP Snooping
No
1000
1000
0
18
9
Transit Traffic
Yes
500
500
0
19
10
RPF Failed
Yes
100
100
0
20
15
MCAST END STATION
Yes
2000
2000
0
21
13
LOGGING
Yes
1000
1000
0
22
7
Punt Webauth
No
1000
1000
0
23
10
Crypto Control
Yes
100
100
0
24
10
Exception
Yes
100
100
0
25
3
General Punt
No
500
500
0
26
10
NFL SAMPLED DATA
Yes
100
100
0
27
2
SGT Cache Full
Yes
1800
1800
0
28
10
EGR Exception
Yes
100
100
0
29
16
Show frwd
No
1000
1000
0
30
9
MCAST Data
Yes
500
500
0
31
10
Gold Pkt
Yes
100
100
0

show platform software fed switch qos
デバイス固有のソフトウェア情報を表示するには、show platform hardware fed switchswitch_number
コマンドを使用します。
このトピックでは、show platform software fed switch {switch_num | active | standby } qos コマンド
で使用可能な QoS 特有のオプションのみについて詳しく説明します。
show platform software fed switch{switch number| active| standby}qos{avc| internal| label2qmap| nflqos|
policer| policy| qsb| tablemap| wireless}
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show platform software fed switch qos

___________________
構文の説明

switch
情報を表示するデバイス。
{switch_num |
• switch_num：スイッチ ID を入力します。指定されたスイッチに関する情報
active | standby
を表示します。
}
• active：アクティブ スイッチの情報を表示します。
• standby：存在する場合、スタンバイ スイッチの情報を表示します。
qos

QoSソフトウェア情報を表示します。次のいずれかのオプションを選択します。
• avc：Application Visibility and Control （AVC）QoS 情報を表示します。
• internal：内部キュー関連情報を表示します。
• label2qmap：キュー マップ テーブル情報へのラベルを表示します。
• nflqos：NetFlow QoS 情報を表示します。
• policer：ハードウェアの QoS ポリサー情報を表示します。
• policy：QoS ポリシー情報を表示します。
• qsb：QoS サブブロック情報を表示します。
• tablemap：QoS 出力および出力キューのテーブル マッピング情報を表示し
ます。
• wireless：ワイヤレス QoS 情報を表示します。

___________________
コマンド モード
ユーザ EXEC
特権 EXEC
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE Denali 16.1.1

このコマンドが導入されまし
た。

コマンド リファレンス、Cisco IOS XE Denali 16.3.x（Catalyst 3850 スイッチ）
77

QoS コマンド
show platform software fed switch qos qsb

show platform software fed switch qos qsb
QoS サブブロック情報を表示するには、show platform software fed switchswitch_number qosqsb コ
マンドを使用します。
show platform software fed switch{switch number| active| standby}qosqsb{brief| [all| type| {client|
client_id| port| port_number| radio| radio_type| ssid| ssid}]| iif_id| id| interface| {Auto-Template|
interface_number| BDI| interface_number| Capwap| interface_number| GigabitEthernet| interface_number|
InternalInterface| interface_number| Loopback| interface_number| Null| interface_number| Port-channel|
interface_number| TenGigabitEthernet| interface_number| Tunnel| interface_number| Vlan|
interface_number}}
___________________
構文の説明

switch
{switch_num |
active | standby
}

情報を表示するスイッチ。
• switch_num：スイッチの ID を入力します。指定されたスイッチに関する
情報を表示します。
• active：アクティブ スイッチの情報を表示します。
• standby：存在する場合、スタンバイ スイッチの情報を表示します。

qos qsb

QoS サブブロック ソフトウェア情報を表示します。
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qsb {brief | iif_id brief
| interface}
• all：すべてのクライアントの情報を表示します。
• type：指定されたターゲット タイプの qsb 情報を表示します。
◦ client：ワイヤレス クライアントの QoS qsb 情報を表示します。
◦ port：ポート固有の情報を表示します。
◦ radio：ワイヤレス無線の QoS qsb 情報を表示します。
◦ ssid：ワイヤレス ネットワークの QoS qsb 情報を表示します。
iif_id：iif_ID の情報を表示します。
interface：指定されたインターフェイスの QoS qsb 情報を表示します。
• Auto-Template：1 ~ 999 の自動テンプレート インターフェイス。
• BDI：1 ~ 16000 のブリッジ ドメイン インターフェイス。
• Capwap：0 ~ 2147483647 の CAPWAP インターフェイス。
• GigabitEthernet：0 ~ 9 の GigabitEthernet インターフェイス。
• InternalInterface：0 ~ 9 の内部インターフェイス。
• Loopback：0 ~ 2147483647 のループバック インターフェイス。
• Null：0 ~ 0 の null インターフェイス。
• Port-Channel：1 ~ 128 の port-channel インターフェイス。
• TenGigabitEthernet：0 ~ 9 の TenGigabitEthernet インターフェイス。
• Tunnel：0 ~ 2147483647 のトンネル インターフェイス。
• VLAN：1 ~ 4094 の VLAN インターフェイス。

___________________
コマンド モード
ユーザ EXEC
特権 EXEC
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE Denali 16.1.1

このコマンドが導入されまし
た。
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これは、show platform software fed switchswitch_numberqos qsb コマンドの出力例です。
Device#sh pl so fed sw 3 qos qsb interface g3/0/2
QoS subblock information:
Name:GigabitEthernet3/0/2 iif_id:0x0000000000007b iif_type:ETHER(146)
qsb ptr:0xffd8573350
Port type = Wired port
asic_num:0 is_uplink:false init_done:true
FRU events: Active-0, Inactive-0
def_qos_label:0 def_le_priority:13
trust_enabled:false trust_type:TRUST_DSCP ifm_trust_type:1
LE priority:13 LE trans_index(in, out): (0,0)
Stats (plc,q) export counters (in/out): 0/0
Policy Info:
Ingress Policy: pmap::{(0xffd8685180,AutoQos-4.0-CiscoPhone-Input-Policy,1083231504,)}
tcg::{0xffd867ad10,GigabitEthernet3/0/2 tgt(0x7b,IN) level:0 num_tccg:4 num_child:0},
status:VALID,SET_INHW
Egress Policy: pmap::{(0xffd86857d0,AutoQos-4.0-Output-Policy,1076629088,)}
tcg::{0xffd8685b40,GigabitEthernet3/0/2 tgt(0x7b,OUT) level:0 num_tccg:8 num_child:0},
status:VALID,SET_INHW
TCG(in,out):(0xffd867ad10, 0xffd8685b40) le_label_id(in,out):(2, 1)
Policer Info:
num_ag_policers(in,out)[1r2c,2r3c]: ([0,0],[0,0])
num_mf_policers(in,out): (0,0)
num_afd_policers:0
[ag_plc_handle(in,out) = (0xd8688220,0)]
[mf_plc_handle(in,out)=((nil),(nil)) num_mf_policers:(0,0)
base:(0xffffffff,0xffffffff) rc:(0,0)]
Queueing Info:
def_queuing = 0, shape_rate:0 interface_rate_kbps:1000000
Port shaper:false
lbl_to_qmap_index:1
Physical qparams:
Queue Config: NodeType:Physical Id:0x40000049 parent:0x40000049 qid:0 attr:0x1 defq:0
PARAMS: Excess Ratio:1 Min Cir:1000000 QBuffer:0
Queue Limit Type:Single Unit:Percent Queue Limit:44192
SHARED Queue

show wireless client calls
デバイス のアクティブなコールまたは拒否されたコールの合計数を表示するには、特権 EXEC
モードで show wireless client calls コマンドを使用します。
show wireless client calls {active | rejected}
___________________
構文の説明

active

アクティブなコールが表示されます。

rejected

拒否されたコールが表示されます。

___________________
コマンド デフォルト
デフォルトの動作や値はありません。
___________________
コマンド モード
特権 EXEC
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show wireless client dot11

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

次に、show wireless client calls コマンドの出力例を示します。
デバイス# show wireless client calls active
TSPEC Calls:
---------------------------------------------------------------------------MAC Address
AP Name
Status
WLAN Authenticated
----------------------------------------------------------------------------0000.1515.000f
AP-2
Associated
1 Yes
SIP Calls:
-----------------Number of Active TSPEC calls on 802.11a and 802.11b/g: 1
Number of Active SIP calls on 802.11a and 802.11b/g: 0

show wireless client dot11
特定の帯域（2.4 Ghz または 5 Ghz）のアクティブなコールまたは拒否されたコールの合計数を表
示するには、特権 EXEC モードで show wireless client dot11 コマンドを使用します。
show wireless client dot11 {24ghz | 5ghz} calls {active | rejected}
___________________
構文の説明

24ghz

802.11b/g ネットワークを表示します。

5ghz

802.11a ネットワークを表示します。

calls

ワイヤレス クライアントのコールを表示します。

active

アクティブなコールが表示されます。

rejected

拒否されたコールが表示されます。

___________________
コマンド デフォルト
デフォルトの動作や値はありません。
___________________
コマンド モード
特権 EXEC
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___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

次に、show wireless client dot11 コマンドの出力例を示します。
Device# show wireless client dot11 5ghz calls active
TSPEC Calls:
-----------------SIP Calls:
-----------------Number of Active TSPEC calls on 802.11a: 0
Number of Active SIP calls on 802.11a: 0

show wireless client mac-address（コール制御）
クライアントに関連するコール制御情報を表示するには、特権 EXEC モードで show wireless client
mac-address コマンドを使用します。
show wireless client mac-address mac-address call-control call-info
___________________
構文の説明

mac-address

クライアントの MAC アドレス。

call-controlcall-info

クライアントに関するコール制御と IP 関連の情報を表示しま
す。

___________________
コマンド デフォルト
なし
___________________
コマンド モード
特権 EXEC
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。
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次の例では、クライアントに関するコール制御および IP に関する情報を表示する方法を示しま
す。
Device# show wireless client mac-address
Client MAC Address
: 30E4DB416157

30e4.db41.6157 call-control call-info

Call 1 Statistics
Uplink IP Address
Downlink IP Address
Uplink Port
Downlink Port
Call ID
Called Party
Calling Party
Priority
Call On Hold
Call Duration

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

209.165.200.225
209.165.200.226
29052
27538
c40acb4d-3b3b0.3d27da1e-356bed03
sip:1011
sip:1012
6
false
30

Call 2 Statistics
No Active Call

show wireless client mac-address（TCLAS）
TCLAS およびユーザ プライオリティに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで
showwirelessclientmac-address コマンドを使用します。
show wireless client mac-address mac-address tclas
___________________
構文の説明

mac-address

クライアントの MAC アドレス。

tclas

TCLAS およびクライアントに関するユーザ プライオリティ関連の情報
を表示します。

___________________
コマンド モード
特権 EXEC
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。
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この例は、クライアントの TCLAS およびユーザ プライオリティ関連の情報を表示する方法を示
しています。
Device# show wireless client mac-address 30e4.db41.6157 tclas
MAC Address
UP TID Mask Source IP Addr Dest IP Addr
SrcPort DstPort Proto
---------------------------------------------------------------------------------30e4.db41.6157
4
4
95 167838052
2164326668
5060
5060
6
30e4.db41.6157
6
1
31 0
2164326668
0
27538
17

show wireless client voice diagnostics
ワイヤレス クライアントの音声診断パラメータを表示するには、特権 EXEC モードで show wireless
client voice diagnostics コマンドを使用します。
show wireless client voice diagnostics {qos-map | roam-history | rssi | status | tspec}
___________________
構文の説明

qos-map

QoS および DSCP マッピングに関する情報と 4 つのキュー（VO、VI、BE、
BK）それぞれのパケット統計を表示します。各種 DSCP 値も表示されます。

roam-history

既知の各クライアントの直前の 3 つのローミング履歴に関する情報を表示しま
す。出力にはタイムスタンプ、ローミングに関連するアクセス ポイント、ロー
ミングの理由が含まれ、ローミングに失敗した場合には失敗の理由も含まれま
す。

rssi

音声診断がイネーブルである場合に、直前の 5 秒間のクライアントの RSSI 値
を表示します。

status

クライアントの音声診断の状態を表示します。

tspec

TSPEC クライアントに対して有効になっている音声診断を表示します。

___________________
コマンド デフォルト
デフォルトの動作や値はありません。
___________________
コマンド モード
特権 EXEC
___________________
コマンド履歴
___________________
使用上のガイドライン

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

デバッグ音声診断は、音声診断を実行するにはイネーブルにする必要があります。
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次は、show wireless client voice diagnostics status コマンドの出力例です。
Device# show wireless client voice diagnostics status
Voice Diagnostics Status: FALSE

show policy-map
着信トラフィックの分類基準を定義するサービス品質（QoS）のポリシー マップを表示するには、
EXEC モードで show policy-map コマンドを使用します。
show policy-map [policy-map-name| interface interface-id]
show policy-map interface{Auto-template | Capwap | GigabitEthernet | GroupVI | InternalInterface |
Loopback | Lspvif | Null | Port-channel | TenGigabitEthernet | Tunnel | Vlan | brief | class | input | output
show policy-map type control subscriber detail
show policy-map interface wireless{ap name ap_name | client macmac_address | radio type{24ghz| 5ghz}
ap nameap_name | ssid namessid_name{ap nameap_name | radio type{24ghz| 5ghz} ap nameap_name}}
___________________
構文の説明

policy-map-name

（任意）ポリシーマップの名前。

interface interface-id

（任意）インターフェイスに適用された入力ポリシーと出力
ポリシーの統計情報と設定を表示します。

type control subscriber detail

（任意）QoS ポリシーのタイプと統計情報を特定します。

ap name ap_name

アクセス ポイントの SSID ポリシー設定を表示します。

client macmac_address

すべてのクライアント ターゲットのポリシーに関する情報を
表示します。

radio type{24ghz| 5ghz

指定された無線タイプのアクセス ポイントのポリシー設定を
表示します。

ssid namessid_name

SSID のポリシー設定を表示します。

___________________
コマンド モード
ユーザ EXEC
特権 EXEC
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show policy-map

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

Cisco IOS XE 3.3SE

The interface interface-id keyword was added.

___________________
使用上のガイドライン
ポリシーマップには、帯域幅制限および制限を超過した場合の対処法を指定するポリサーを格納
できます。

（注）

control-plane、session、および type キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには
表示されますが、サポートされていません。表示されている統計情報は無視してください。
次に、show policy-map interface コマンドの出力例を示します。
Device# show policy-map interface gigabitethernet1/0/48GigabitEthernet1/0/48
Service-policy output: port_shape_parent
Class-map: class-default (match-any)
191509734 packets
Match: any
Queueing
(total drops) 524940551420
(bytes output) 14937264500
shape (average) cir 250000000, bc 2500000, be 2500000
target shape rate 250000000
Service-policy : child_trip_play
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
(total drops) 524940551420
(bytes output) 14937180648
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 2
(total drops) 0
(bytes output) 0
Class-map: dscp56 (match-any)
191508445 packets
Match: dscp cs7 (56)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Priority: Strict,
Priority Level: 1
police:
cir 10 %
cir 25000000 bps, bc 781250 bytes
conformed 0 bytes; actions: >>>>>counters not supported
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transmit
exceeded 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceeded 0000 bps

>>>>>counters not supported

関連トピック
policy-map, （50 ページ）

show wlan
WLAN パラメータを表示するには、show wlan コマンドを使用します。
show wlan {all | id wlan-id| name wlan-name | summary}
___________________
構文の説明

all

すべての設定済み WLAN のパラメータのサマリーを表示
します。リストは WLAN ID の昇順に表示されます。

id wlan-id

無線 LAN の識別子を指定します。範囲は 1 ～ 512 です。

name wlan-name

WLAN プロファイル名を指定します。名前は 1 ～ 32 文字
です。

summary

WLAN に設定されているパラメータのサマリーを表示し
ます。

___________________
コマンド デフォルト
なし
___________________
コマンド モード
グローバル コンフィギュレーション
___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

次に、デバイスに設定されている WLAN のサマリーを表示する例を示します。
Device# show wlan summary
Number of WLANs: 1
WLAN Profile Name
SSID
VLAN Status
--------------------------------------------------------------------------------
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show wlan

45

test-wlan

test-wlan-ssid

1

UP

次に、特定の WLAN に設定されているパラメータのサマリーを表示する例を示します。
Device# show wlan name test-wlan
WLAN Identifier
Profile Name
Network Name (SSID)
Status
Broadcast SSID
Maximum number of Associated Clients
AAA Policy Override
Network Admission Control
NAC-State
Number of Active Clients
Exclusionlist Timeout
Session Timeout
CHD per WLAN
Webauth DHCP exclusion
Interface
Interface Status
Multicast Interface
WLAN IPv4 ACL
WLAN IPv6 ACL
DHCP Server
DHCP Address Assignment Required
DHCP Option 82
DHCP Option 82 Format
DHCP Option 82 Ascii Mode
DHCP Option 82 Rid Mode
QoS Service Policy - Input
Policy Name
Policy State
QoS Service Policy - Output
Policy Name
Policy State
QoS Client Service Policy
Input Policy Name
Output Policy Name
WifiDirect
WMM
Channel Scan Defer Priority:
Priority (default)
Priority (default)
Priority (default)
Scan Defer Time (msecs)
Media Stream Multicast-direct
CCX - AironetIe Support
CCX - Gratuitous ProbeResponse (GPR)
CCX - Diagnostics Channel Capability
Dot11-Phone Mode (7920)
Wired Protocol
Peer-to-Peer Blocking Action
Radio Policy
DTIM period for 802.11a radio
DTIM period for 802.11b radio
Local EAP Authentication
Mac Filter Authorization list name
Accounting list name
802.1x authentication list name
Security
802.11 Authentication
Static WEP Keys
802.1X
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
WPA (SSN IE)
WPA2 (RSN IE)
TKIP Cipher
AES Cipher
Auth Key Management
802.1x
PSK
CCKM
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:
:
:
:
:
:
:

45
test-wlan
test-wlan-ssid
Enabled
Enabled
0
Disabled

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Disabled
0
60
1800 seconds
Enabled
Disabled
default
Up
test
test
unconfigured
Default
Disabled
Disabled
ap-mac
Disabled
Disabled

: unknown
: None
: unknown
: None
:
:
:
:

unknown
unknown
Disabled
Disabled

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4
5
6
100
Disabled
Enabled
Disabled
Disabled
Invalid
None
Disabled
All
1
1
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled

:
:
:
:
:
:
:
:

Open System
Disabled
Disabled
Enabled
Disabled
Enabled
Disabled
Enabled

: Enabled
: Disabled
: Disabled

QoS コマンド
trust device

IP Security
IP Security Passthru
L2TP
Web Based Authentication
Conditional Web Redirect
Splash-Page Web Redirect
Auto Anchor
Sticky Anchoring
Cranite Passthru
Fortress Passthru
PPTP
Infrastructure MFP protection
Client MFP
Webauth On-mac-filter Failure
Webauth Authentication List Name
Webauth Parameter Map
Tkip MIC Countermeasure Hold-down Timer
Call Snooping
Passive Client
Non Cisco WGB
Band Select
Load Balancing
IP Source Guard
Netflow Monitor
Direction
Traffic

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Enabled
Disabled
Disabled
Disabled
Enabled
Optional
Disabled
Disabled
Disabled
60
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
test
Input
Datalink

Mobility Anchor List
IP Address
-----------

trust device
インターフェイスに接続されているサポート デバイスに対する信頼を設定するには、インター
フェイス コンフィギュレーション モードで trust device コマンドを使用します。接続デバイスに
対する信頼を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
trust device {cisco-phone | cts | ip-camera | media-player}
no trust device {cisco-phone | cts | ip-camera | media-player}
___________________
構文の説明

cisco-phone

Cisco IP Phone を設定します。

cts

Cisco TelePresence System を設定します。

ip-camera

Video Surveillance IP カメラ（IPVSC）を設定します。

media-player

Cisco Digital Media Player（DMP）を設定します。

___________________
コマンド デフォルト
信頼はディセーブルに設定
___________________
コマンド モード
インターフェイス コンフィギュレーション
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trust device

___________________
コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE 3.2SE

このコマンドが導入されました。

___________________
使用上のガイドライン
trust device コマンドは、次のタイプのインターフェイスに使用します。
• Auto：自動テンプレート インターフェイス
• Capwap：Capwap トンネル インターフェイス
• GigabitEthernet：Gigabit Ethernet IEEE 802
• GroupVI：グループ仮想インターフェイス
• Internal Interface：内部インターフェイス
• Loopback：ループバック インターフェイス
• Null：ヌル インターフェイス
• Port-channel：イーサネット チャネル インターフェイス
• TenGigabitEthernet：10 ギガビット イーサネット
• Tunnel：トンネル インターフェイス
• Vlan：Catalyst VLAN
• range：interface range コマンド
例
次に、インターフェイス GigabitEthernet 1/0/1 で Cisco IP Phone の信頼を設定する例を示します。
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
Device(config-if)# trust device cisco-phone

設定を確認するには、show interface status 特権 EXEC コマンドを入力します。
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