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自動 QoS の設定
• 自動 QoS の前提条件, 1 ページ
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• 自動 QoS の設定に関する情報, 2 ページ
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• 自動 QoS の設定例, 11 ページ
• 自動 QoS の関連情報, 29 ページ
• 自動 QoS の機能履歴と情報, 29 ページ

自動 QoS の前提条件
自動 QoS の前提条件は標準 QoS の前提条件と同じです。

自動 QoS の制約事項
次に、自動 QoS の制約事項を示します。
• 自動 QoS は、SVI インターフェイスではサポートされません。
• インターフェイス コンフィギュレーション モードで使用可能な trust device device_type コマ
ンドは、スイッチでのスタンドアロン コマンドです。このコマンドを使用するときに、接続
されているピア デバイスが対応デバイス（信頼ポリシーに一致するデバイスとして定義され
ているデバイス）ではない場合、CoS 値と DSCP 値の両方が「0」に設定され、いずれの入力
ポリシーも有効になりません。接続されているピア デバイスが対応するデバイスである場合
は、入力ポリシーが有効になります。
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自動 QoS の設定
自動 QoS の設定に関する情報

• ビデオをサポートしている IP フォンには、 auto qos voip cisco-phone オプションを設定しな
いでください。ビデオ パケットには Expedited Forwarding（EF; 完全優先転送）プライオリ
ティが設定されていないため、このオプションを使用すると、ビデオ パケットの DSCP マー
キングが上書きされ、これらのパケットが class-default クラスに分類されます。

自動 QoS の設定に関する情報
自動 QoS の概要
自動 QoS 機能を使用して、QoS 機能の配置を容易にできます。自動 QoS は、ネットワーク設計を
確認し、スイッチがさまざまなトラフィック フローに優先度を指定できるように QoS 設定をイ
ネーブルにします。
スイッチは MQC モデルを採用しています。これは、特定のグローバル コンフィギュレーション
を使用する代わりに、スイッチ上のインターフェイスに適用された自動 QoS が複数のグローバル
クラス マップとポリシー マップを設定することを意味します。
自動 QoS はトラフィックを照合し、各一致パケットを qos-group に割り当てます。これにより、
出力ポリシー マップは、プライオリティ キューを含む特定のキューに、特定の qos-group を配置
できます。
QoS は、着信と発信の両方向で必要です。着信時に、スイッチ ポートは、パケットの DSCP を信
頼する必要があります（デフォルトで実行されます）。発信時に、スイッチ ポートは、音声パ
ケットに「front of line」プライオリティを付与する必要があります。音声が発信キューの他のパ
ケットの後ろで待機して、遅延が長くなりすぎる場合、パケットの受信時間の範囲外となるため、
エンド ホストは、そのパケットをドロップします。

自動 QoS 短縮機能の概要
自動 QoS コマンドを入力すると、CLI からコマンドを入力する場合と同様に、生成されたすべて
のコマンドがスイッチにより表示されます。自動 QoS 短縮機能を使用して、実行コンフィギュ
レーションから自動 QoS が生成したコマンドを非表示にできます。これにより、実行コンフィ
ギュレーションを容易に把握でき、またメモリをより効率的に使用できるようになります。

自動 QoS グローバル設定テンプレート
一般に、自動 QoS コマンドは、ACL または DSCP で一致する、またはアプリケーション クラス
に送信されるトラフィックを識別する CoS 値で一致する一連のクラス マップを生成します。ま
た、生成されたクラスに一致する入力ポリシーや、設定されている帯域幅にクラスをポリシング
する入力ポリシーも生成されます。8 つの出力キュー クラス マップが生成されます。実際の出力
の出力ポリシーは、この 8 つの出力キュー クラス マップのそれぞれにキューを割り当てます。
自動 QoS コマンドは、必要なテンプレートだけを生成します。たとえば、新しい自動 QoS コマン
ドを初めて使用するときに、8 つのキュー出力サービス ポリシーを定義するグローバル設定が生
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自動 QoS の設定
自動 QoS ポリシーとクラス マップ

成されます。この時点から、他のインターフェイスに適用された自動QoSコマンドは、出力キュー
のテンプレートを生成しません。これは、新しい自動 QoS コマンドが最初に使用されてから生成
された同じ 8 つのキュー モデルに、すべての自動 QoS コマンドが依存しているためです。

自動 QoS ポリシーとクラス マップ
適切な自動 QoS コマンドを入力すると、次のアクションが実行されます。
• 特定のクラス マップが作成されます。
• 特定のポリシー マップ（入力および出力）が作成されます。
• 指定したインターフェイスにポリシー マップが適用されます。
• インターフェイスの信頼レベルが設定されます。

（注）

すべての自動 QoS ポリシーで、信頼できないトラフィックの動作を必ず指定します。
信頼できないトラフィックについては、class-default の統計情報は更新されません。

実行コンフィギュレーションでの自動 QoS の影響
自動 QoS がイネーブルになると、auto qos インターフェイス コンフィギュレーション コマンド
および生成されたグローバル コンフィギュレーションが実行コンフィギュレーションに追加され
ます。
スイッチは、自動 QoS が生成したコマンドを、CLI から入力したように適用します。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が警告なしで発生する可能性
があります。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、スイッチをリロードすると復元できます。生成コマンドが適用さ
れなかった場合、以前の実行コンフィギュレーションが復元されます。

実行コンフィギュレーションでの自動 QoS 短縮機能の影響
自動 QoS 短縮機能をイネーブルにした場合：
• CLI から入力された自動 QoS コマンドだけが実行コンフィギュレーションに表示されます。
• 生成されるグローバル コンフィギュレーションおよびインターフェイス コンフィギュレー
ションは表示されません。
• コンフィギュレーションを保存するときに、入力した自動 QoS コマンドだけが保存されます
（非表示のコンフィギュレーションは保存されません）。
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自動 QoS の設定方法

• スイッチをリロードすると、保存された自動 QoS コマンドがシステムにより検出、再実行さ
れ、AutoQoS SRND4.0 に準拠したコンフィギュレーション セットが生成されます。

（注）

自動 QoS 短縮機能がイネーブルである場合は、自動 QoS 生成コマンドを変更しないでくださ
い。これは、スイッチのリロード時にユーザ変更がオーバーライドされるためです。
自動 QoS グローバル短縮機能をイネーブルにした場合：
• show derived-config 非表示の AQC 派生コマンドを表示するには、コマンドを使用します。
• AQC コマンドはメモリに保存されません。これらは、スイッチがリロードされるたびに再生
成されます。
• 短縮機能がイネーブルである場合、自動 QoS により生成されたコマンドは変更しないでくだ
さい。
• 自動 QoS でインターフェイスが設定されており、AQC をディセーブルにする必要がある場
合は、最初に自動 QoS をインターフェイス レベルでディセーブルにする必要があります。

自動 QoS の設定方法
自動 QoS の設定
QoS パフォーマンスを最適化するには、ネットワーク内のすべてのデバイスで自動 QoS を設定し
ます。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
# configure terminal

ステッ
プ2

interface interface-id
例：
(config)# interface
gigabitethernet 3/0/1

VoIP ポートやビデオ デバイスに接続されているポート、また
はネットワーク内部の他の信頼できるスイッチまたはルータに
接続されているアップリンク ポートを指定し、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードを開始します。
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自動 QoS の設定

コマンドまたはアク
ション
ステッ
プ3

目的

自動 QoS 設定によっ 次のコマンドによって、VoIP 用の自動 QoS が有効になります。
て、次のコマンドの 1
• auto qos voip cisco-phone：ポートが Cisco IP Phone に接続
つを使用します。
されている場合、着信パケットの QoS ラベルは電話機が検
• auto qos voip
出された場合だけ信頼されます（CDP を介して条件付き信
{cisco-phone |
頼）。
cisco-softphone |
（注）
ビデオをサポートしている IP フォンには、 auto
trust}
qos voip cisco-phone オプションを設定しないで
• auto qos video {cts
ください。ビデオ パケットには Expedited
| ip-camera |
Forwarding（EF; 完全優先転送）プライオリティ
media-player}
が設定されていないため、このオプションを使
用すると、ビデオ パケットの DSCP マーキング
• auto qos classify
[police]
が上書きされ、これらのパケットが class-default
クラスに分類されます。
• auto qos trust {cos
| dscp}

例：
(config-if)# auto qos
trust dscp

• auto qos voip cisco-softphone：ポートが Cisco SoftPhone 機
能を実行するデバイスに接続されています。このコマンド
によって Cisco IP SoftPhone アプリケーションおよびマー
キングを実行する PC に接続しているインターフェイスの
QoS 設定が生成され、そのようなインターフェイスからの
トラフィックをマーキングおよびポリシングします。この
コマンドで設定されたポートは、信頼できないと見なされ
ます。
• auto qos voip trust：アップリンク ポートが信頼性のあるス
イッチまたはルータに接続されていて、入力パケットの
VoIP トラフィック分類が信頼されています。
次のコマンドは、指定されたビデオ デバイス（システム、カメ
ラ、メディアプレーヤー）用の自動 QoS を有効にします。
• auto qos video cts：Cisco Telepresence System に接続されて
いるポート。着信パケットの QoS ラベルは Cisco
TelePresence が検出された場合だけ信頼されます（CDP を
介した条件付き信頼）
• auto qos video ip-camera：Cisco ビデオ監視カメラに接続さ
れているポート。着信パケットの QoS ラベルは Cisco カメ
ラが検出された場合だけ信頼されます（CDP を介した条件
付き信頼）
• auto qos video media-player：CDP 対応 Cisco Digital Media
Player に接続されているポート。着信パケットの QoS ラベ
ルはデジタル メディア プレイヤーが検出された場合だけ
信頼されます（CDP を介した条件付き信頼）。
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自動 QoS の設定
自動 QoS のアップグレード

コマンドまたはアク
ション

目的
次のコマンドは、分類の自動 QoS を有効にします。
• auto qos classify police：このコマンドは、信頼できないイ
ンターフェイスの QoS 設定を生成します。この設定では、
信頼できないデスクトップ/デバイスから着信するトラ
フィックを分類してマークするため、サービス ポリシーが
インターフェイスに適用されます。生成されたサービス ポ
リシーは、ポリシングを実行します。
次のコマンドによって、信頼できるインターフェイス用の自動
QoS が有効になります。
• auto qos trust cos：サービス クラス
• auto qos trust dscp：DiffServ コード ポイント

ステッ
プ4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
(config-if)# end

ステッ
プ5

show auto qos interface （任意）自動 QoS がイネーブルであるインターフェイス上の自
interface-id
動 QoS コマンドを表示します。自動 QoS 設定およびユーザ変
更を表示する場合は、show running-config コマンドを使用しま
例：
す。
# show auto qos
interface
gigabitethernet 3/0/1

自動 QoS のアップグレード
はじめる前に
アップグレードを行う前に、スイッチ上のすべての自動 QoS 設定を削除する必要があります。こ
の例では、その手順について説明します。
この例の手順を実行した後で、新しいソフトウェア イメージまたはアップグレード後のソフト
ウェア イメージのスイッチをリブートし、自動 QoS を再設定する必要があります。
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自動 QoS の設定
自動 QoS のアップグレード

手順
ステップ 1

show auto qos
例：
# show auto qos
GigabitEthernet2/0/3
auto qos voip cisco-phone
GigabitEthernet2/0/27
auto qos voip cisco-softphone

特権 EXEC モードでこのコマンドを入力して、現在の自動 QoS 設定をすべて記録します。
ステップ 2

no auto qos trust cos
例：
(config-if)#no auto qos trust cos

インターフェイス コンフィギュレーション モードで、自動 QoS 設定が行われている各インター
フェイスで適切な no auto qos コマンドを実行します。
ステップ 3

show run | autoQoS
例：
# show running-config | i autoQos

特権 EXEC モードに戻り、このコマンドを入力して、残りの自動 QoS マップ、クラス マップ、ポ
リシー マップ、アクセス リスト、テーブル マップ、またはその他の設定を記録します。
ステップ 4

no policy-map policy-map_name
例：
(config)#
(config)#
(config)#
(config)#
(config)#

no
no
no
no
no

policy-map pmap_101
class-map cmap_101
ip access-list extended AutoQos-101
table-map 101
table-map policed-dscp

グローバル コンフィギュレーション モードでこのコマンドを入力して、QoS クラス マップ、ポ
リシー マップ、アクセス リスト、テーブル マップ、およびその他の自動 QoS 設定を削除します。
• no policy-map policy-map-name
• no class-map class-map-name
• no ip access-list extended Auto-QoS-x
• no table-map table-map-name
• no table-map policed-dscp
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自動 QoS の設定
自動 QoS 短縮機能のイネーブル化

ステップ 5

show run i AutoQoS
例：
# show running-config | i AutoQos

特権 EXEC モードに戻り、このコマンドを実行して、自動 QoS 設定がないこと、または自動 QoS
設定の残りの部分がないことを確認します。
ステップ 6

show auto qos
例：
# show auto qos

このコマンドを実行して、自動 QoS 設定がないこと、または設定の残りの部分がないことを確認
します。
ステップ 7

write memory
例：
# write memory

write memory コマンドを入力して、自動 QoS 設定に対する変更を NV メモリに書き込みます。

次の作業
新しいソフトウェア イメージまたはアップグレード後のソフトウェア イメージでスイッチをリ
ブートします。
新しいソフトウェア イメージまたはアップグレード後のソフトウェア イメージでリブートした
ら、ステップ 1 で説明した show auto qos コマンドを実行した結果に基づいて、適切なスイッチ
インターフェイスの自動 QoS を再設定します。

（注）

スイッチまたはスタックごとに、マークダウンの超過用に 1 つのテーブル マップ、マークダ
ウンの違反用に 1 つのテーブル マップが存在します。超過アクションのテーブル マップがス
イッチにすでに存在している場合は、自動 QoS ポリシーを適用できません。

自動 QoS 短縮機能のイネーブル化
自動 QoS 短縮機能をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
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自動 QoS の設定
自動 QoS 短縮機能のイネーブル化

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
# configure terminal

ステッ
プ2

auto qos global compact
例：
(config)# auto qos global
compact
%Warning: This command will
reset all autoqos
generated configurations

自動 QoS 短縮機能がイネーブルになり、自動 QoS のグ
ローバル コンフィギュレーション（非表示）が生成さ
れます。
その後、インターフェイスコンフィギュレーションモー
ドで設定する自動 QoS コマンドを入力できます。シス
テムにより生成されるインターフェイス コマンドも非
表示になります。
適用された自動 QoS 設定を表示するには、次の特権
EXEC コマンドを使用します。
• show derived-config
• show policy-map
• show access-list
• show class-map
• show table-map
• show auto qos
• show policy-map interface
• show ip access-lists

次の作業
自動 QoS 短縮機能をディセーブルにするには、対応する自動 QoS コマンドの no 形式を入力して
自動 QoS インスタンスをすべてのインターフェイスから削除し、次に no auto qos global compact
グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行します。
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自動 QoS の設定
自動 QoS のモニタリング

自動 QoS のモニタリング
表 1：自動 QoS のモニタリング用コマンド

コマンド

説明

show auto qos [interface [interface-id]]

最初の自動 QoS 設定を表示します。
show auto qos コマンド出力と show
running-config コマンド出力を比較してユーザ
定義の QoS 設定を比較できます。

show running-config

自動 QoS によって影響されるかもしれない QoS
設定に関する情報を表示します。
show auto qos コマンド出力と show
running-config コマンド出力を比較してユーザ
定義の QoS 設定を比較できます。

show derived-config

自動 qos テンプレートにより実行コンフィギュ
レーションとともに設定される非表示の mls qos
コマンドを表示します。

自動 QoS に関するトラブルシューティング
自動 QoS のトラブルシューティングを行うには、debug auto qos 特権 EXEC コマンドを使用しま
す。詳細については、このリリースのコマンド リファレンスに記載された debug auto qos コマン
ドの説明を参照してください。
ポートで自動 QoS をディセーブルにするには、auto qos コマンドのインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドの no 形式（no auto qos voip など）を使用します。このポートに対して、
自動 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。自動 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、
自動 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、自動 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）。
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自動 QoS の設定
自動 QoS の設定例

自動 QoS の設定例
例：auto qos trust cos
次の例は、auto qos trust cos コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• 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）
(config)# interface gigabitEthernet1/0/17
(config-if)# auto qos trust cos
(config-if)# end
# 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)
Match: any
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)
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
Match: cos 5
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
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自動 QoS の設定
例：auto qos trust cos

Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
Match: dscp cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
Match: cos 3
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 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)
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
Match: cos 4
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)
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
Match: cos 2
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)
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
Match: cos 1
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
Match: dscp cs1 (8)
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)
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25
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自動 QoS の設定
例：auto qos trust dscp

例：auto qos trust dscp
次の例は、auto qos trust dscp コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• 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）
(config)# interface GigabitEthernet1/0/18
(config-if)# auto qos trust dscp
(config-if)# end
#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)
Match: any
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)
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
Match: cos 5
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
Match: dscp cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
Match: cos 3
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
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例：auto qos trust dscp

queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 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)
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
Match: cos 4
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)
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
Match: cos 2
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)
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
Match: cos 1
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
Match: dscp cs1 (8)
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)
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25
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自動 QoS の設定
例：auto qos video cts

例：auto qos video cts
次の例は、auto qos video cts コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• 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）

(config)# interface gigabitEthernet1/0/12
(config-if)# auto qos video cts
(config-if)# end
# 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)
Match: any
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)
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
Match: cos 5
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
Match: dscp cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
Match: cos 3
Queueing
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例：auto qos video cts

queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 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)
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
Match: cos 4
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)
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
Match: cos 2
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)
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
Match: cos 1
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
Match: dscp cs1 (8)
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)
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25
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例：auto qos video ip-camera
次の例は、auto qos video ip-camera コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示してい
ます。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• 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）
(config)# interface GigabitEthernet1/0/9
(config-if)# auto qos video ip-camera
(config-if)# end
# 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)
Match: any
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)
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
Match: cos 5
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
Match: dscp cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
Match: cos 3
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例：auto qos video ip-camera

Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 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)
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
Match: cos 4
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)
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
Match: cos 2
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)
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
Match: cos 1
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
Match: dscp cs1 (8)
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)
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25
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例：auto qos video media-player
次の例は、auto qos video media-player コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示して
います。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Dscp-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• 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）
(config)# interface GigabitEthernet1/0/7
(config-if)# auto qos video media-player
(config-if)# end
# 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)
Match: any
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)
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
Match: cos 5
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
Match: dscp cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
Match: cos 3
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Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 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)
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
Match: cos 4
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)
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
Match: cos 2
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)
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
Match: cos 1
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
Match: dscp cs1 (8)
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)
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25
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例：auto qos voip trust
次の例は、auto qos voip trust コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示しています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• 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）

(config)# interface gigabitEthernet1/0/31
(config-if)# auto qos voip trust
(config-if)# end
# show policy-map interface GigabitEthernet1/0/31
GigabitEthernet1/0/31
Service-policy input: AutoQos-4.0-Trust-Cos-Input-Policy
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
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)
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
Match: cos 5
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
Match: dscp cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
Match: cos 3
Queueing
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queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 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)
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
Match: cos 4
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)
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
Match: cos 2
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)
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
Match: cos 1
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
Match: dscp cs1 (8)
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)
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25
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例：auto qos voip cisco-phone
次の例は、auto qos voip cisco-phone コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示してい
ます。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-CiscoPhone-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-Voip-Data-Class（match-any）
• AutoQos-4.0-Voip-Signal-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）
(config)# interface gigabitEthernet1/0/5
(config-if)# auto qos voip cisco-phone
(config-if)# end
# 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-Class (match-any)
Match: ip dscp ef (46)
QoS Set
ip dscp ef
police:
cir 128000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Signal-Class (match-any)
Match: ip dscp cs3 (24)
QoS Set
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ip dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
QoS Set
dscp default
police:
cir 10000000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
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)
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
Match: cos 5
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
Match: dscp cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
Match: cos 3
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 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)
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
Match: cos 4
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)
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
Match: cos 2
Queueing
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(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Bulk-Data-Queue (match-any)
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
Match: cos 1
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
Match: dscp cs1 (8)
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)
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

例：auto qos voip cisco-softphone
次の例は、auto qos voip cisco-softphone コマンドと、適用されるポリシーとクラス マップを示し
ています。
このコマンドを実行すると、次のポリシー マップが作成されて適用されます。
• AutoQos-4.0-CiscoSoftPhone-Input-Policy
• AutoQos-4.0-Output-Policy
このコマンドを実行すると、次のクラス マップが作成されて適用されます。
• 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）

Cisco IOS XE Everest 16.6.x（Catalyst 9400 スイッチ）Quality of Service（QoS）コンフィギュレーション ガ
イド
25

自動 QoS の設定
例：auto qos voip cisco-softphone

• 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）
(config)# interface gigabitEthernet1/0/20
(config-if)# auto qos voip cisco-softphone
(config-if)# end
# 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)
Match: ip dscp ef (46)
QoS Set
ip dscp ef
police:
cir 128000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Voip-Signal-Class (match-any)
Match: ip dscp cs3 (24)
QoS Set
ip dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Class (match-any)
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-MultiEnhanced-Conf
QoS Set
dscp af41
police:
cir 5000000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
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conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Bulk-Data-Class (match-any)
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Bulk-Data
QoS Set
dscp af11
police:
cir 10000000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Transaction-Class (match-any)
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Transactional-Data
QoS Set
dscp af21
police:
cir 10000000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Scavanger-Class (match-any)
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Scavanger
QoS Set
dscp cs1
police:
cir 10000000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Signaling-Class (match-any)
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Signaling
QoS Set
dscp cs3
police:
cir 32000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: AutoQos-4.0-Default-Class (match-any)
Match: access-group name AutoQos-4.0-Acl-Default
QoS Set
dscp default
police:
cir 10000000 bps, bc 8000 bytes, be 8000 bytes
conformed 0 bytes; actions:
transmit
exceeded 0 bytes; actions:
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set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
violated 0 bytes; actions:
drop
conformed 0000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
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)
Match: dscp cs4 (32) cs5 (40) ef (46)
Match: cos 5
Priority: 30% (300000 kbps), burst bytes 7500000,
Priority Level: 1
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Control-Mgmt-Queue (match-any)
Match: dscp cs3 (24) cs6 (48) cs7 (56)
Match: cos 3
Queueing
queue-limit dscp 16 percent 80
queue-limit dscp 24 percent 90
queue-limit dscp 48 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)
Match: dscp af41 (34) af42 (36) af43 (38)
Match: cos 4
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)
Match: dscp af21 (18) af22 (20) af23 (22)
Match: cos 2
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)
Match: dscp af11 (10) af12 (12) af13 (14)
Match: cos 1
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 4%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Scavenger-Queue (match-any)
Match: dscp cs1 (8)
Queueing
(total drops) 0
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(bytes output) 0
bandwidth remaining 1%
queue-buffers ratio 10
Class-map: AutoQos-4.0-Output-Multimedia-Strm-Queue (match-any)
Match: dscp af31 (26) af32 (28) af33 (30)
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 10%
queue-buffers ratio 10
Class-map: class-default (match-any)
Match: any
Queueing
(total drops) 0
(bytes output) 0
bandwidth remaining 25%
queue-buffers ratio 25

auto qos global compact
次に、auto qos global compact コマンドの例を示します。
# configure terminal
(config)# auto qos global compact
(config)# interface GigabitEthernet1/2
(config-if)# auto qos voip cisco-phone
# show auto qos
GigabitEthernet1/2
auto qos voip cisco-phone
# show running-config interface GigabitEthernet 1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/2
auto qos voip cisco-phone
end

自動 QoS の関連情報
自動 QoS 設定で特定の QoS の変更をする必要がある場合は、QoS のマニュアルを確認してくださ
い。

自動 QoS の機能履歴と情報
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

この機能が導入されました。
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自動 QoS の設定
自動 QoS の機能履歴と情報
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• QoS の機能履歴と情報, 111 ページ

QoS の前提条件
標準 QoS を設定する前に、次の事項を十分に理解しておく必要があります。
• 標準 QoS の概念。
• 従来の Cisco IOS QoS。
• モジュラ QoS CLI（MQC）
• QoS 実装について。
• 使用するアプリケーションのタイプおよびネットワークのトラフィック パターン
• トラフィックの特性およびネットワークのニーズ。たとえば、ネットワークのトラフィック
がバーストであるかどうか。音声およびビデオ ストリーム用の帯域幅確保の必要性
• ネットワークの帯域幅要件および速度
• ネットワーク上の輻輳発生箇所

QoS コンポーネント
Quality of Service（QoS）は、次の主要コンポーネントで構成されています。
• 分類：分類は、アクセス コントロール リスト（ACL）、DiffServ コード ポイント（DSCP）、
サービス クラス（CoS）、およびその他の要因に基づいて、トラフィックの 1 つのタイプを
区別するプロセスです。
• マーキングと変換：マーキングは、特定の情報をネットワークのダウンストリーム デバイス
に伝送するか、デバイス内の 1 つのインターフェイスから別のインターフェイスに情報を伝
送するためにトラフィック上で使用されます。トラフィックをマークすると、そのトラフィッ
クの QoS 動作が適用されます。これは、set コマンドを直接使用するか、テーブル マップ経
由で入力値を受け取って出力の値に直接変換することで実行します。
• シェーピングとポリシング：シェーピングはダウンストリーム デバイスで輻輳が発生しない
ようにトラフィック レートを調整しながら、トラフィックの最大レートを強制するプロセス
のことです。最も一般的な形式のシェーピングは、物理または論理インターフェイスから送
信されるトラフィックを制限するために使用されます。ポリシングは、トラフィック クラス
に最大レートを強制するために使用されます。レートを超過した場合は、イベント発生直後
に特定のアクションが実行されます。
• キューイング：キューイングは、トラフィックの輻輳を防止するために使用されます。トラ
フィックは、帯域割り当てに基づいて処理およびスケジューリングするために、特定のキュー
に送信されます。次に、トラフィックはポートを介してスケジュールまたは送信されます。
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• 帯域幅：帯域幅の割り当てにより、QoS ポリシーが適用されるトラフィックで使用可能な容
量が決まります。
• 信頼：信頼により、トラフィックがデバイスを通過できるようになります。明示的なポリ
シー設定がない場合、エンド ポイントから、またはエンド ポイントへの DiffServ コード ポ
イント（DSCP）値、プレシデンス値、または CoS 値は保持されます。

QoS の用語
この QoS コンフィギュレーション ガイドでは、次の用語が同じ意味で使用されます。
• アップストリーム（デバイスに対する方向）は、入力と同じ意味です。
• ダウンストリーム（デバイスに対する方向）は、出力と同じ意味です。

QoS の概要
QoS の概要
Quality of Service（QoS）を設定することで、他のトラフィック タイプの代わりに特定のトラフィッ
ク タイプを優先的に処理できます。QoS を設定しなかった場合、デバイスはパケットの内容やサ
イズに関係なく、各パケットにベスト エフォート型のサービスを提供します。デバイスは、信頼
性、遅延限界、またはスループットが保証されていないパケットを送信します。
次に、QoS が提供する具体的な機能を示します。
• 低遅延
• 帯域幅保証
• バッファリング能力とドロップ分野
• トラフィック ポリシング
• フレームまたはパケット ヘッダーの属性変更のイネーブル化
• 関連サービス

モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス
デバイスでは、QoS 機能はモジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）を使用して
イネーブルにできます。MQC はコマンドライン インターフェイス（CLI）構造を採用していま
す。これを使用すると、トラフィック ポリシーを作成し、作成したポリシーをインターフェイス
にアタッチできます。1 つのトラフィック ポリシーには、1 つのトラフィック クラスと 1 つ以上
の QoS 機能が含まれます。トラフィック クラスがトラフィックを分類するために使用されるのに
対して、トラフィック ポリシーの QoS 機能は分類されたトラフィックの処理方法を決定します。
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MQC の主な目的の 1 つは、プラットフォームに依存しないインターフェイスを提供することによ
り、シスコ プラットフォーム全体の QoS を設定することです。

有線アクセスでサポートされる QoS 機能
次の表に、有線アクセスでサポートされる QoS 機能について説明します。
表 2：有線アクセスでサポートされる QoS 機能

機能
サポートされるターゲット

説明
• ギガビット イーサネット
• 10 ギガビット イーサネット
• 40 ギガビット イーサネット
• VLAN

設定手順

service-policy コマンドを使用してインストール
される QoS ポリシー。

ポート レベルでサポートされるキューの数

ポートでは最大 8 つのキューがサポートされま
す。

サポートされる分類メカニズム

• DSCP
• IP precedence
• CoS
• QoS-group
• 次を含む ACL のメンバーシップ：
◦ IPv4 ACL
◦ IPv6 ACL
◦ MAC ACL
• VLAN

階層型 QoS
デバイスは階層型 QoS（HQoS）をサポートします。HQoS を使用すると、次の作業を実行できま
す。
• 階層型分類：トラフィック分類は、他のクラスに基づいています。

Cisco IOS XE Everest 16.6.x（Catalyst 9400 スイッチ）Quality of Service（QoS）コンフィギュレーショ
ン ガイド
34

QoS の設定
QoS の実装

• 階層型ポリシング：階層型ポリシーの複数のレベルでポリシングを設定するプロセス。
• 階層型シェーピング：シェーピングは、階層の複数のレベルで設定できます。

（注）

階層型シェーピングは、ポート シェーパーでのみサポートされます。ポート
シェーパーでは、親に対してクラス デフォルトの設定だけが可能で、クラス
デフォルトのアクションはシェーピングだけです。

QoS の実装
ネットワークは通常、ベストエフォート型の配信方式で動作します。したがって、すべてのトラ
フィックに等しいプライオリティが与えられ、正しいタイミングで配信される可能性も同じです。
輻輳が発生すると、すべてのトラフィックが等しくドロップされます。
QoS 機能を設定すると、特定のネットワーク トラフィックを選択し、相対的な重要性に応じてそ
のトラフィックに優先度を指定し、輻輳管理および輻輳回避技術を使用して、優先処理を実行で
きます。ネットワークに QoS を実装すると、ネットワーク パフォーマンスがさらに予測しやすく
なり、帯域幅をより効率的に利用できるようになります。
QoS は、インターネット技術特別調査委員会（IETF）の規格である Differentiated Services
（Diff-Serv）アーキテクチャに基づいて実装されます。このアーキテクチャでは、ネットワーク
に入るときに各パケットを分類することが規定されています。
この分類は IP パケット ヘッダーに格納され、推奨されない IP タイプ オブ サービス（ToS）フィー
ルドの 6 ビットを使用して、分類（クラス）情報として伝達されます。分類情報をレイヤ 2 フレー
ムでも伝達できます。
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次の図にレイヤ 2 フレームまたはレイヤ 3 パケットの特殊ビットを示します。
図 1：フレームおよびパケットにおける QoS 分類レイヤ

レイヤ 2 フレームのプライオリティ ビット
レイヤ 2 の ISL（スイッチ間リンク）フレーム ヘッダーには、下位 3 ビットで IEEE 802.1p サービ
ス クラス（CoS）値を伝達する 1 バイトのユーザ フィールドがあります。レイヤ 2 ISL トランク
として設定されたポートでは、すべてのトラフィックが ISL フレームに収められます。
レイヤ 2 802.1Q フレーム ヘッダーには、2 バイトのタグ制御情報フィールドがあり、上位 3 ビッ
ト（ユーザ プライオリティ ビット）で CoS 値が伝達されます。レイヤ 2 802.1Q トランクとして
設定されたポートでは、ネイティブ Virtual LAN（VLAN）のトラフィックを除くすべてのトラ
フィックが 802.1Q フレームに収められます。
他のフレーム タイプでレイヤ 2 CoS 値を伝達することはできません。
レイヤ 2 CoS 値の範囲は、0（ロー プライオリティ）～ 7（ハイ プライオリティ）です。
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レイヤ 3 パケットのプライオリティ ビット
レイヤ 3 IP パケットは、IP precedence 値または Diffserv コード ポイント（DSCP）値のいずれかを
伝送できます。DSCP 値は IP precedence 値と下位互換性があるので、QoS ではどちらの値も使用
できます。
IP precedence 値の範囲は 0 ～ 7 です。DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。

分類を使用したエンドツーエンドの QoS ソリューション
インターネットにアクセスするすべてのスイッチおよびルータはクラス情報に基づいて、同じク
ラス情報が与えられているパケットは同じ扱いで転送を処理し、異なるクラス情報のパケットは
それぞれ異なる扱いをします。パケットのクラス情報は、設定されているポリシー、パケットの
詳細な検証、またはその両方に基づいて、エンド ホストが割り当てるか、または伝送中にスイッ
チまたはルータで割り当てることができます。パケットの詳細な検証は、コア スイッチおよび
ルータの負荷が重くならないように、ネットワークのエッジ付近で行います。
パス上のスイッチおよびルータは、クラス情報を使用して、個々のトラフィック クラスに割り当
てるリソースの量を制限できます。Diff-Serv アーキテクチャでトラフィックを処理するときの、
各デバイスの動作をホップ単位動作といいます。パス上のすべてのデバイスに一貫性のあるホッ
プ単位動作をさせることによって、エンドツーエンドの QoS ソリューションを構築できます。
ネットワーク上で QoS を実装する作業は、インターネットワーキング デバイスが提供する QoS
機能、ネットワークのトラフィック タイプおよびパターン、さらには着信および発信トラフィッ
クに求める制御のきめ細かさによって、簡単にも複雑にもなります。

パケット分類
パケット分類は、特定の基準に基づいて定義したポリシーの複数のクラスの 1 つに属するものと
してパケットを識別するプロセスです。モジュラ QoS CLI（MQC）は、ポリシークラス ベースの
言語です。ポリシー クラスの言語は、次の定義に使用されています。
• 1 つまたは複数の一致基準があるクラス マップ テンプレート
• 1 つまたは複数のクラスがポリシー マップに関連付けられているポリシーマップ テンプレー
ト
ポリシーマップ テンプレートは、デバイスの 1 つまたは複数のインターフェイスに関連付けられ
ます。
パケット分類は、ポリシー マップで定義されたクラスの 1 つに属するものとしてパケットを識別
するプロセスです。分類プロセスは、処理されるパケットがクラス内の特定のフィルタに一致し
た場合に終了します。これは、最初の一致による終了と呼ばれます。つまり、ポリシー マップ内
のクラスの順序に関係なく、パケットがポリシー内の複数のクラスに一致する場合、最初のクラ
スの一致後に分類プロセスが終了します。
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パケットがポリシーのクラスと一致しない場合は、ポリシーのデフォルト クラスに分類されま
す。すべてのポリシーマップには、システム定義のクラスのデフォルトクラスがあり、どのユー
ザ定義クラスにも一致しないパケットに一致します。
パケット分類は次のタイプに分類できます。
• パケットと合わせて伝搬される情報に基づく分類
• デバイス固有の情報に基づく分類
• 階層型分類

パケットと合わせて伝搬される情報に基づく分類
パケットの一部としてエンドツーエンドまたはホップ間で伝搬される情報に基づく分類には、一
般的に次のものがあります。
• レイヤ 3 またはレイヤ 4 ヘッダーに基づく分類
• レイヤ 2 情報に基づく分類

レイヤ 3 またはレイヤ 4 ヘッダーに基づく分類
これは最も一般的な導入シナリオです。レイヤ 3 およびレイヤ 4 ヘッダーの多くのフィールドは、
パケット分類に使用できます。
最もきめ細かいレベルでは、この分類方法はフロー全体を照合するために使用できます。この導
入タイプで、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用できます。ACL は、フローのさまざ
まなサブセット（送信元 IP アドレスのみ、宛先 IP アドレスのみ、または両方の組み合わせなど）
に基づく照合に使用することもできます。
分類は、IP ヘッダーの precedence 値または DSCP 値に基づいて実行することもできます。IP
precedence フィールドは、特定のパケットを処理する必要がある相対プライオリティを示すため
に使用されます。これは、IP ヘッダー内のタイプ オブ サービス（ToS）バイトの 3 ビットで構成
されます。
次の表に、さまざまな IP precedence ビット値と名前を示します。
表 3：IP precedence 値と名前

IP precedence 値

IP precedence ビット

IP precedence の名前

0

000

ルーチン

1

001

プライオリティ

2

010

即時

3

011

Flash

Cisco IOS XE Everest 16.6.x（Catalyst 9400 スイッチ）Quality of Service（QoS）コンフィギュレーショ
ン ガイド
38

QoS の設定
パケット分類

（注）

IP precedence 値

IP precedence ビット

IP precedence の名前

4

100

フラッシュ オーバーライド

5

101

重大

6

110

インターネットワーク制御

7

111

ネットワーク制御

ネットワークのルーティング制御トラフィックすべては、IP precedence 値 6 をデフォルトで使
用します。また、IP precedence 値 7 は、ネットワーク制御トラフィック用に予約されていま
す。したがって、IP precedence 値 6 および 7 はユーザ トラフィック用に推奨されません。
DSCP フィールドは、IP ヘッダーの 6 ビットで構成され、インターネット技術特別調査委員会
（IETF）の DiffServ ワーキング グルーにより標準化されています。DSCP ビットが含まれた元の
ToS バイトは、DSCP バイトの名前を変更しました。DSCP フィールドは、IP precedence と同様に
IP ヘッダーの一部です。DSCP フィールドは、IP precedence フィールドのスーパー セットです。
したがって、DSCP フィールドは、IP precedence に関連して説明した内容と同様の方法で使用さ
れ、設定されます。

（注）

DSCP フィールド定義は IP precedence 値と下位互換性があります。
レイヤ 2 ヘッダー内の一部のフィールドは、ポリシーを使用して設定することもできます。

レイヤ 2 ヘッダーに基づく分類
レイヤ 2 ヘッダー情報に基づく分類は、さまざまな方法で実行できます。最も一般的な方法は次
のとおりです。
• MAC アドレスベースの分類（アクセス グループの場合のみ）：分類は送信元 MAC アドレ
ス（入力方向のポリシー用）および宛先 MAC アドレス（出力方向のポリシー用）に基づい
ています。
• サービス クラス：分類は、IEEE 802.1p 標準に基づくレイヤ 2 ヘッダーの 3 ビットに基づい
て行われます。これは通常、IP ヘッダーの ToS バイトにマッピングします。
• VLAN ID：分類は、パケットの VLAN ID に基づいて行われます。
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（注）

レイヤ2ヘッダー内のこれらフィールドの一部は、ポリシーを使用して設定することもできま
す。

デバイス固有の情報に基づく分類
デバイスは分類がパケット ヘッダーまたはペイロードの情報に基づいていない場合に使用できる
分類メカニズムを提供します。
複数の入力インターフェイスから出力インターフェイスの特定のクラスに送信されるトラフィッ
クを集約する必要が生じる場合があります。たとえば、複数のカスタマーエッジルータが、異な
るインターフェイスの同じアクセス デバイスに接続される可能性があります。サービス プロバ
イダーは、特定のレートでコアに送信されるすべての集約音声トラフィックをポリシングする場
合があります。ただし、異なるカスタマーからの音声トラフィックには、異なる ToS 設定がなさ
れている可能性があります。QoS グループベースの分類は、次のシナリオで役立つ機能です。
入力インターフェイスで設定されたポリシーは、QoS グループを特定の値に設定します。この値
は出力インターフェイスでイネーブルになっているポリシーのパケットの分類に使用できます。
QoS グループは、デバイス内部のパケット データ構造内のフィールドです。QoS グループは、 デ
バイスの内部ラベルであり、パケット ヘッダーの一部ではないことに注意してください。

階層型分類
デバイスでは、他のクラスに基づく分類を実行できます。通常このアクションは、1 つのクラス
マップに複数クラスの分類メカニズム（フィルタ）を組み合わせる場合に必要になります。

QoS 有線モデル
QoS を実装するには、デバイスで次のタスクを実行する必要があります。
• トラフィック分類：パケットまたはフローを相互に区別します。
• トラフィック マーキングおよびポリシング：パケットが デバイスを移動するときに、特定
の QoS を示すラベルを割り当て、パケットが設定されたリソース使用率制限に準拠するよう
にします。
• キューイングおよびスケジューリング：リソース競合があるすべての状況で、異なる処理を
行います。
• シェーピング：デバイスから送信されるトラフィックが、特定のトラフィック プロファイル
に適合するようにします。
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入力ポートのアクティビティ
次のアクティビティはデバイスの入力ポートで発生します。
• 分類：パケットと QoS ラベルを関連付けて、パケットごとに異なるパスを分類します。たと
えば、デバイスは、ある種類のトラフィックを別の種類のトラフィックと区別するためにパ
ケット内の CoS または DSCP を QoS ラベルにマッピングします。生成された QoS ラベルは、
このパケットでこれ以降に実行されるすべての QoS アクションを識別します。
• ポリシング：ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、
パケットが適合か不適合かを判別します。ポリサーは、トラフィック フローで消費される帯
域幅を制限します。その判別結果がマーカーに渡されます。
• マーキング：マーキングでは、パケットが不適合の場合の対処法に関して、ポリサーおよび
設定情報を検討し、パケットの扱い（パケットを変更しないで通過させるか、パケットの
QoS ラベルをマークダウンするか、またはパケットをドロップするか）を決定します。

出力ポートのアクティビティ
次のアクティビティはデバイスの出力ポートで発生します。
• ポリシング：ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、
パケットが適合か不適合かを判別します。ポリサーは、トラフィック フローで消費される帯
域幅を制限します。その判別結果がマーカーに渡されます。
• マーキング：マーキングでは、パケットが不適合の場合の対処法に関して、ポリサーおよび
設定情報を検討し、パケットの扱い（パケットを変更しないで通過させるか、パケットの
QoS ラベルをマークダウンするか、またはパケットをドロップするか）を決定します。
• キューイング：キューイングでは、使用する出力キューを選択する前に、QoS パケット ラベ
ルと対応する DSCP 値または CoS 値を評価します。複数の入力ポートが 1 つの出力ポートに
同時にデータを送信すると輻輳が発生することがあるため、重み付けテールドロップ（WTD）
によってトラフィック クラスを区別し、QoS ラベルに基づいてパケットに別々のしきい値を
適用します。しきい値を超過している場合、パケットはドロップされます。

分類
分類とは、パケットのフィールドを検証して、トラフィックの種類を区別するプロセスです。QoS
がデバイス上でイネーブルになっている場合にのみ、分類はイネーブルです。デフォルトにより、
QoS はデバイスでイネーブルになっています。
分類時に、デバイスは検索処理を実行し、パケットに QoS ラベルを割り当てます。QoS ラベル
は、パケットに対して実行するすべての QoS アクション、およびパケットの送信元キューを識別
します。
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アクセス コントロール リスト
IP 標準 ACL、IP 拡張 ACL、またはレイヤ 2 MAC ACL を使用すると、同じ特性を備えたパケット
グループ（クラス）を定義できます。また IPv6 ACL に基づいて IP トラフィックを分類すること
もできます。
QoS のコンテキストでは、アクセス コントロール エントリ（ACE）の許可および拒否アクション
の意味が、セキュリティ ACL の場合とは異なります。
• 許可アクションとの一致が検出されると（最初の一致の原則）、指定の QoS 関連アクション
が実行されます。
• 拒否アクションと一致した場合は、処理中の ACL がスキップされ、次の ACL が処理されま
す。

（注）

拒否アクションは、Cisco IOS XE リリース 3.7.4E 以降のリリースでサポート
されています。

• 許可アクションとの一致が検出されないまま、すべての ACE の検証が終了した場合、その
パケットでは QoS 処理は実行されず、デバイスがベストエフォート型サービスを実行しま
す。
• ポートに複数の ACL が設定されている場合に、許可アクションを含む最初の ACL とパケッ
トの一致が見つかると、それ以降の検索処理は中止され、QoS 処理が開始されます。

（注）

アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙の拒否ス
テートメントがデフォルトで存在し、それ以前のステートメントで一致が見
つからなかったすべてのパケットに適用されることに注意してください。

ACL でトラフィック クラスを定義した後で、そのトラフィック クラスにポリシーを結合できま
す。ポリシーにはそれぞれにアクションを指定した複数のクラスを含めることができます。ポリ
シーには、特定の集約としてクラスを分類する（DSCP を割り当てるなど）コマンドまたはクラ
スのレート制限を実施するコマンドを含めることができます。このポリシーを特定のポートに結
合すると、そのポートでポリシーが有効になります。
IP ACL を実装して IP トラフィックを分類する場合は、access-list グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。レイヤ 2 MAC ACL を実装して非 IP トラフィックを分類する場合
は、mac access-list extended グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

クラス マップ
クラスマップは、特定のトラフィックフロー（またはクラス）に名前を付けて、他のすべてのト
ラフィックと区別するためのメカニズムです。クラス マップでは、さらに細かく分類するため
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に、特定のトラフィック フローと照合する条件を定義します。この条件には、ACLで定義された
アクセス グループとの照合や、DSCP 値または IP precedence 値あるいは CoS 値の特定のリストと
の照合を含めることができます。複数のトラフィックタイプを分類する場合は、別のクラスマッ
プを作成し、異なる名前を使用できます。パケットをクラス マップ条件と照合した後で、ポリ
シー マップを使用してさらに分類します。
クラス マップを作成するには、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドまたは
class ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。複数のポリシー間でマッ
プを共有する場合には、class-map コマンドを使用する必要があります。class-map コマンドを入
力すると、デバイスはクラスマップ コンフィギュレーション モードを開始します。
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
スを作成できます。デフォルト クラスはシステム定義であり、設定することはできません。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。

ポリシー マップ
ポリシーマップでは、作用対象のトラフィッククラスを指定します。アクションには次が含まれ
ます。
• トラフィック クラスに特定の DSCP 値または IP precedence 値を設定する
• トラフィック クラスに CoS 値を設定する
• QoS グループを設定する
• トラフィックがアウト オブ プロファイルになった場合の、トラフィックの帯域幅制限やア
クションを指定する
ポリシー マップを効率的に機能させるには、ポートにポリシー マップを結合する必要がありま
す。
ポリシー マップを作成して名前を付けるには、policy-map グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。このコマンドを入力すると、デバイスはポリシーマップ コンフィギュ
レーション モードを開始します。このモードでは、class、または set ポリシー マップ コンフィ
ギュレーション コマンドおよびポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用
して、特定のトラフィック クラスに対して実行するアクションを指定します。
ポリシー マップは、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 police と bandwidth
を使用して設定することもできます。これらのコマンドは、ポリサー、トラフィックの帯域幅制
限、および制限を超過した場合のアクションを定義します。さらに、ポリシーマップは priority
ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用してより詳細に設定し、クラス
または queue-buffers および queue-limit キューイング マップクラス コンフィギュレーション コマ
ンドの優先順位をスケジュールすることができます。
ポリシー マップを有効化するには、service-policyインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用してポートに接続します。
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（注）

ポリシー マップに priority と set を両方設定することはできません。これらのコマンド両方を
ポリシー マップに設定すると、ポリシー マップをインターフェイスに適用した際に、エラー
メッセージが表示されます。次に、この制限の例を示します。
Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map cmap
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map classmap1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map pmap
Switch(config-pmap)# class cmap
Switch(config-pmap-c)# priority
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class classmap1
Switch(config-pmap-c)# set
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1/1
Switch(config-if)# service-policy output pmap
Non-queuing action only is unsupported in a queuing policy!!!
%QOS-6-POLICY_INST_FAILED:
Service policy installation failed

物理ポートのポリシー マップ
実行対象となるトラフィッククラスを指定する非階層型ポリシーマップを、物理ポート上に設定
できます。アクションには、特定の DSCP あるいはトラフィック クラスでの IP プレシデンス値ま
たは QoS の値の設定、一致する各トラフィック クラス（ポリサー）に対するトラフィックの帯域
幅限度の指定、トラフィックがアウトオブプロファイル（マーキング）の場合の処理などが含ま
れます。
ポリシー マップには、次の特性もあります。
• 1 つのポリシー マップに、それぞれ異なる一致条件とポリサーを指定した複数のクラス ス
テートメントを指定できます。
• ポリシー マップには、事前に定義されたデフォルトのトラフィック クラスを含めることが
できます。デフォルトのトラフィック クラスはマップの末尾に明示的に配置されます。
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の
トラフィック クラスを設定すると、未分類トラフィック（トラフィック クラスで指定され
た一致基準に一致しないトラフィック）はデフォルトのトラフィック クラス（class-default）
として処理されます。
• 1 つのポートから受信されたトラフィック タイプごとに、別々のポリシー マップ クラスを
設定できます。

VLAN のポリシー マップ
デバイスは、VLAN の QoS 機能をサポートします。これにより、ユーザは、着信フレームの VLAN
情報を使用して VLAN レベルで QoS 処理（分類と QoS アクション）を実行できます。VLAN ベー
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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プログラムする必要があります。
ポリシー マップは VLAN SVI に適用されますが、ポリシング（レート制限）アクションはポート
単位でしか実行できません。複数の物理ポートからのトラフィックの合計が認識されるようにポ
リサーを設定できません。各ポートは、そのポートに着信するトラフィックを制御する別のポリ
サーを必要とします。

ポリシング
パケットが分類され、DSCP ベース、CoS ベース、または QoS グループのラベルが割り当てられ
ると、ポリシングおよびマーキング プロセスを開始できます。
ポリシングには、トラフィックの帯域幅限度を指定するポリサーの作成が伴います。制限を超え
るパケットは、「アウトオブプロファイル」または「不適合」になります。各ポリサーはパケッ
トごとに、パケットが適合か不適合かを判別し、パケットに対するアクションを指定します。こ
れらのアクションはマーカーによって実行されます。パケットを変更しないで通過させるアクショ
ン、パケットをドロップするアクション、またはパケットに割り当てられた DSCP または CoS 値
を変更（マークダウン）してパケットの通過を許可するアクションなどがあります。
パケットの混乱を避けるため、通常、適合トラフィックも不適合トラフィックも同じキューを通
過します。

（注）

すべてのトラフィックは、ブリッジングされるかルーティングされるかに関係なく、ポリサー
の影響を受けます（ポリサーが設定されている場合）。その結果、ブリッジングされたパケッ
トは、ポリシングまたはマーキングが行われたときにドロップされたり、DSCP または CoS
フィールドが変更されたりすることがあります。
物理ポートでのみポリシングを設定できます。
ポリシー マップおよびポリシング アクションを設定したら、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、入力ポートまたは SVI にポリシーを付加します。

トークンバケット アルゴリズム
ポリシングはトークンバケット アルゴリズムを使用します。各フレームがデバイスに着信する
と、バケットにトークンが追加されます。バケットにはホールがあり、平均トラフィック レート
として指定されたレート（ビット/秒）で送信されます。バケットにトークンが追加されるたび
に、デバイスはバケット内に十分なスペースがあるかを確認します。十分なスペースがなければ、
パケットは不適合とマーキングされ、指定されたポリサー アクション（ドロップまたはマークダ
ウン）が実行されます。
バケットが満たされる速度は、バケット深度（burst-byte）、トークンが削除されるレート
（rate-bps）、および平均レートを上回るバースト期間によって決まります。バケットのサイズに
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よってバースト長に上限が設定され、バックツーバックで送信できるフレーム数が制限されます。
バースト期間が短い場合、バケットはオーバーフローせず、トラフィック フローに何のアクショ
ンも実行されません。ただし、バースト期間が長く、レートが高い場合、バケットはオーバーフ
ローし、そのバーストのフレームに対してポリシング アクションが実行されます。
バケットの深さ（バケットがオーバーフローするまでの許容最大バースト）を設定するには、
police ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドの burst-byte オプションを使用し
ます。トークンがバケットから削除される速度（平均速度）を設定するには、police ポリシー マッ
プ クラス コンフィギュレーション コマンドの rate オプションを使用します。

マーキング
マーキングは、特定の情報をネットワークのダウンストリーム デバイスに伝送するか、デバイス
内の 1 つのインターフェイスから別のインターフェイスに情報を伝送するために使用します。
マーキングは、パケット ヘッダーの特定のフィールド/ビットを設定するか、デバイス内部のパ
ケット構造内の特定のフィールドを設定するために使用できます。さらに、マーキング機能は
フィールド間のマッピングの定義に使用できます。QoS では次のマーキング方法を使用できます。
• パケット ヘッダー
• デバイス固有の情報
• テーブル マップ

パケット ヘッダーのマーキング
パケット ヘッダー フィールドのマーキングは 2 種類の一般的なカテゴリに分類できます。
• IPv4/v6 ヘッダー ビット マーキング
• レイヤ 2 ヘッダー ビット マーキング
IP レベルのマーキング機能は、precedence を設定したり、IP ヘッダー内の DSCP を特定の値に設
定したりして、ダウンストリーム デバイス（スイッチまたはルータ）で特定のホップごとの動作
を実行するために使用されます。また、異なる入力インターフェイスからのトラフィックを、出
力インターフェイス内の単一のクラスに集約するためにも使用できます。この機能は現在、IPv4
および IPv6 ヘッダーでサポートされています。
レイヤ 2 ヘッダーのマーキングは、通常、ダウンストリーム デバイス（スイッチまたはルータ）
のドロップ動作に影響を与えるために使用されます。これは、レイヤ 2 ヘッダーの一致と並行し
て動作します。ポリシー マップを使用して設定されるレイヤ 2 ヘッダーのビットはサービス クラ
スです。
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スイッチ固有の情報のマーキング
この形式のマーキングには、パケットヘッダーの一部ではないパケットデータ構造内のフィール
ドのマーキングが含まれます。これにより、後でデータ パスでマーキングを使用できるようにな
ります。これはスイッチ間で伝搬されません。QoS グループのマーキングはこのカテゴリに分類
されます。この形式のマーキングは、入力インターフェイスで有効になっているポリシーだけで
サポートされます。対応する照合機能を同じスイッチの出力インターフェイスでイネーブルにし、
適切な QoS アクションを適用することができます。

テーブル マップのマーキング
テーブルマップマーキングは変換表を使用したフィールド間のマッピングおよび変換を可能にし
ます。この変換表はテーブル マップと呼ばれます。
インターフェイスに接続されているテーブル マップに応じて、パケット内の CoS、DSCP、およ
び Precedence 値が書き換えられます。デバイスにより、入力のテーブル マップ ポリシーと出力の
テーブル マップ ポリシーの両方を設定できます。
たとえば、テーブル マップは、レイヤ 2 CoS 設定をレイヤ 3 の precedence 値にマッピングするの
に使用できます。この機能により、マッピングを実行する方法を示す 1 つのテーブルに複数の set
コマンドを組み合わせて使用することができます。このテーブルは複数のポリシーで参照するか、
または同じポリシー内で複数回参照することができます。
次の表に、現在サポートされているマッピング形式を示します。
表 4：To-From 関係を確立するために使用されるパケット マーキング タイプ

パケット マーキング タイプ「To」

パケット マーキング タイプ「From」

Precedence

CoS

Precedence

QoS グループ

DSCP

CoS

DSCP

QoS グループ

CoS

Precedence

CoS

DSCP

QoS グループ

Precedence

QoS グループ

DSCP

テーブル マップ ベースのポリシーでは、次の機能がサポートされています。

Cisco IOS XE Everest 16.6.x（Catalyst 9400 スイッチ）Quality of Service（QoS）コンフィギュレーション ガ
イド
47

QoS の設定
トラフィックの調整

• 変換：1 つの DSCP 値セットから別の DSCP 値セットにマッピングするテーブル マップを利
用できます。また、このテーブル マップは出力ポートに付加できます。
• 書き換え：入力パケットは設定されたテーブル マップに基づいて書き換えられます。
• マッピング：テーブル マップ ベースのポリシーは、set ポリシーの代わりに使用できます。
テーブル マップ マーキングには、次の手順が必要です。
1 テーブル マップの定義：table-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
値をマッピングします。テーブルが使用されるクラスまたはポリシーは認識されません。テー
ブル マップのデフォルトのコマンドは、「from」フィールドで一致がない場合に値が「to」
フィールドにコピーされることを示すために使用されます。
2 ポリシー マップの定義：テーブル マップを使用するポリシー マップを定義します。
3 ポリシーをインターフェイスに関連付けます。

（注）

入力ポートのテーブル マップ ポリシーによって、そのポートの信頼設定が qos-marking の
「from」タイプに変更されます。

トラフィックの調整
ネットワークで QoS をサポートするには、サービス プロバイダー ネットワークに入るトラフィッ
クをネットワーク境界ルータでポリシングし、トラフィック レートがサービス範囲内に収まるよ
うにする必要があります。ネットワーク コアのプロビジョニングで処理できるように設定されて
いるトラフィックよりも多くのトラフィックがネットワーク境界のいくつかのルータから送信開
始されると、トラフィック負荷の増加によってネットワーク輻輳が発生します。ネットワークの
パフォーマンスが低下すると、すべてのネットワーク トラフィックで QoS を提供することが困難
になります。
トラフィック ポリシング機能（ポリシング機能を使用）およびシェーピング機能（トラフィック
シェーピング機能を使用）はトラフィック レートを管理しますが、トークンが不足した場合のト
ラフィックの処理方法が異なります。トークンの概念は、トークン バケット方式、トラフィック
測定機能に基づいています。

（注）

ネットワーク トラフィックで QoS テストを実行すると、シェーパー データとポリシング デー
タで異なる結果が生じることがあります。シェーピングからのネットワーク トラフィック デー
タの方が、より正確な結果が得られます。
この表は、ポリシングとシェーピングの機能を比較します。
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表 5：ポリシングとシェーピングの機能の比較

ポリシング機能

シェーピング機能

適合するトラフィックをライン レートで送信
し、バーストを許可します。

トラフィックが固定レートでスムーズに送信さ
れます。

トークンが不足すると、アクションがただちに トークンが不足すると、パケットをバッファ
実行されます。
し、後でトークンが使用可能になった時点で送
信します。シェーピングを使用するクラスには
キューが関連付けられており、このキューを使
用してパケットがバッファされます。
ポリシングは、ビット/秒、パケット/秒、およ
びセル/秒など複数の単位で設定できます。

シェーピングの設定単位はビット/秒だけです。

ポリシングには、イベントに複数の可能なアク シェーピングはプロファイルを満たさないパ
ションが関連付けられています。このようなア ケットをマークできません。
クションの例としては、イベント、マーキン
グ、ドロッピングなどがあります。
入出力両方のトラフィックで機能します。

出力トラフィックに対してのみ実装されます。

ウィンドウ サイズを小さくしたためにパケット
ドロップが発生すると、伝送制御プロトコル
（TCP）は、回線速度でラインを検出しますが、
設定されたレートに適合します。

TCP は低速回線があることを検出し、再送信タ
イマーを適切に調整できます。これにより、再
送信の範囲が狭くなり、TCP に負担をかけませ
ん。

ポリシング
QoS ポリシング機能は、トラフィック クラスに最大レートを強制するために使用されます。QoS
ポリシング機能は、プライオリティ機能と合わせて、プライオリティ トラフィックを制限するた
めにも使用できます。レートを超過した場合は、イベント発生直後に特定のアクションが実行さ
れます。レート（認定情報レート [CIR] および最大情報レート [PIR]）とバースト パラメータ（適
合バースト サイズ [ Bc ] および拡張バースト サイズ [Be]）は、すべてバイト/秒で設定されます。
QoS では次のポリシング形式またはポリサーがサポートされます。
• シングルレート 2 カラー ポリシング
• デュアルレート 3 カラー ポリシング

（注）

シングルレート 3 カラー ポリシングはサポートされません。
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シングルレート 2 カラー ポリシング
シングルレート 2 カラー ポリサーは、CIR と Bc だけを設定するモードです。
Bc は任意のパラメータであり、これが指定されていない場合、デフォルトで計算されます。この
モードでは、着信パケットに十分なトークンがある場合、パケットは適合すると見なされます。
パケットの到着時に、十分なトークンが Bc の範囲内で使用できない場合、パケットは設定レート
を超えたと見なされます。

（注）

トークン バケット アルゴリズムの詳細については、トークンバケット アルゴリズム, （45
ページ）を参照してください。

デュアルレート 3 カラー ポリシング
デュアル レート ポリサーでのデバイスは、カラー ブラインド モードのみをサポートします。こ
のモードでは、認定情報レート（CIR）および最大情報レート（PIR）を設定します。名前からわ
かるように、この場合、最大レート用に 1 つ、認定レート用に 1 つの、合わせて 2 つのトークン
バケットがあります。

（注）

トークン バケット アルゴリズムの詳細については、トークンバケット アルゴリズム, （45
ページ）を参照してください。
カラー ブラインド モードでは、最大レートのバケットの着信パケットが最初にチェックされま
す。十分な数のトークンがない場合、パケットはレートに違反していると見なされます。十分な
数のトークンがある場合、次に適合レートのバケットのトークンをチェックして、十分な数のトー
クンがあるかどうかを判別します。最大レートのバケットにあるトークンは、パケットのサイズ
によって減少します。十分な数のトークンがない場合、パケットが設定されているレートを超過
していると見なされます。十分な数のトークンがある場合、パケットは適合すると見なされ、両
方のバケットのトークンは、パケットのサイズによって減少します。
トークン補充レートは着信パケットによって異なります。あるパケットが時間 T1 に着信し、次の
パケットが時間 T2 に着信したとします。T1 と T2 間の時間間隔は、トークン バケットに追加さ
れる必要があるトークンの数を決定します。これは次のように計算されます。
パケットの時間間隔（T2-T1） * CIR）/8 バイト

シェーピング
シェーピングは、ダウンストリーム スイッチおよびルータで輻輳が発生しないようにトラフィッ
ク レートを調整しながら、トラフィックの最大レートを強制するプロセスのことです。最も一般
的な形式のシェーピングは、物理または論理インターフェイスから送信されるトラフィックを制
限するために使用されます。
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シェーピングにはバッファが関連付けられており、十分なトークンがないパケットがすぐにドロッ
プされずにバッファされます。シェーピングされるトラフィックのサブセットで使用可能なバッ
ファ数は制限され、さまざまな要因に基づいて計算されます。使用可能なバッファの数は、特定
の QoS コマンドを使用して調整できます。パケットはドロップされずに、バッファが使用可能に
なった時点でバッファされます。

クラスベース トラフィック シェーピング
デバイスではクラスベースのトラフィック シェーピングを使用します。このシェーピング機能
は、インターフェイスに関連付けられたポリシーのクラスでイネーブルになります。シェーピン
グが設定されたクラスには、トークンがないパケットを保持する複数のバッファが割り当てられ
ます。バッファされたパケットは FIFO を使用してクラスから送信されます。最も一般的な形式の
使用では、クラスベースのシェーピングを使用して、全体として物理インターフェイスまたは論
理インターフェイスの最大レートを強制します。クラスでは次のシェーピング形式がサポートさ
れます。
• 平均レート シェーピング
• 階層型シェーピング
シェーピングは、トークン バケットを使用して実行されます。CIR、Bc、Be の値は、パケットが
送信されるレートと、トークンが補充されるレートを決定します。

（注）

トークン バケット アルゴリズムの詳細については、トークンバケット アルゴリズム, （45
ページ）を参照してください。

平均レート シェーピング
平均レート シェーピングを設定するには、shape average ポリシーマップ クラス コマンドを使用
します。
このコマンドは、特定のクラスの最大帯域幅を設定します。キューの帯域幅は、ポートでさらに
使用できる帯域幅があってもこの値に制限されます。では、割合またはターゲットビットレート
値でシェーピング平均を設定できます。

階層型シェーピング
シェーピングは、階層内の複数のレベルで設定することもできます。これは、シェーピングを設
定した親ポリシーを作成して、追加のシェーピングを設定した子ポリシーを親ポリシーに付加す
ることで実現できます。
次の 2 つの階層型シェーピングがサポートされています。
• ポート シェーパー
• ユーザ設定のシェーピング
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ポートシェーパーでは、クラスデフォルトが使用され、親で実行できるアクションはシェーピン
グだけです。キューイングアクションはポートシェーパーがある子で実行されます。ユーザ設定
のシェーピングを使用すると、子のキューイング アクションを設定することはできません。

キューイングおよびスケジューリング。
は、トラフィックの輻輳を防止するためにキューイングおよびスケジューリングを使用します。
は、次のキューイングおよびスケジューリング機能をサポートします。
• 帯域幅
• 重み付けテール ドロップ
• プライオリティ キュー
• キュー バッファ
ポートにキューイングポリシーを定義すると、制御パケットは、しきい値が最も高いベストプラ
イオリティキューにマッピングされます。制御パケットのキューマッピングは、以下の状況では
異なって機能します。
• Quality of Service（QoS）ポリシーなし：QoS ポリシーが設定されていない場合、DSCP 値が
16、24、48、および 56 の制御パケットは、最も高いしきい値 threshold2 を持つキュー 0 に
マッピングされます。
• ユーザ定義のポリシーあり：出力ポートに設定されているユーザ定義のキューイング ポリ
シーは、制御パケットのデフォルトのプライオリティ キューの設定に影響する可能性があり
ます。
制御トラフィックは、次のルールに基づいて最適なキューにリダイレクトされます。
1 ユーザ ポリシーで定義されている場合、最高レベルのプライオリティ キューがベスト
キューとして常に選択されます。
2 プライオリティ キューがない場合、Cisco IOS ソフトウェアは、ベスト キューとしてキュー
0 を選択します。ソフトウェアがベスト キューとしてキュー 0 を選択した場合は、コント
ロール プレーン トラフィックに最適な QoS 処理を提供するために、このキューに最大帯
域幅を定義する必要があります。
3 しきい値がベスト キューで設定されていない場合、Cisco IOS ソフトウェアは、DiffServ
コード ポイント（DSCP）値が 16、24、48、および 56 の制御パケットを threshold2 にマッ
ピングされるように割り当て、ベスト キュー内の残りの制御トラフィックを threshold1 に
再割り当てします。
ポリシーが制御トラフィックに対して明示的に設定されていない場合、Cisco IOS ソフトウェ
アはすべての一致しない制御トラフィックを threshold2 を持つベスト キューにマッピングし、
一致する制御トラフィックはポリシーで設定されたキューにマッピングされます。
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（注）

レイヤ 3 パケットに適切な QoS を提供するために、パケットが適切なキュー
に明示的に分類されていることを確認する必要があります。ソフトウェアは
デフォルト キューで DSCP 値を検出すると、自動的にこのキューをベスト
キューとして再割り当てします。

帯域幅
は次の帯域幅設定をサポートしています。
• 帯域幅の割合
• 帯域幅余剰比率

帯域幅の割合
特定のクラスに最小帯域幅を割り当てるには、bandwidth percent ポリシーマップ クラス コマン
ドを使用します。合計が 100 % を超えることはできず、合計が 100 % 未満である場合は、残りの
帯域幅がすべての帯域幅キューで均等に分割されます。

（注）

キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使用しない場合は、帯域幅をオーバーサブスク
ライブすることができます。
ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させることはできません。たとえば、1 つのポリシー マッ
プで帯域幅の割合と kbps の両方を使用して、帯域幅を設定することはできません。

帯域幅余剰比率
指定されたキューでの未使用帯域幅の共有率を作成するには、bandwidth remaining ratio ポリシー
マップクラスコマンドを使用します。未使用帯域幅は、これら指定されたキューにより、設定で
指定されている比率で使用されます。このコマンドは、priority コマンドがポリシー内の特定の
キューでも使用される場合に使用します。
比率を割り当てる場合には、これらの比率に従って、キューに特定の重みが割り当てられます。
比率は 0 ～ 100 の範囲で指定できます。たとえば、1 つのクラスの帯域幅余剰比率を 2 に設定し、
別のクラスで帯域幅余剰比率 4 のキューを設定できます。帯域幅余剰比率 4 は、帯域幅余剰比率
2 の 2 倍の回数スケジュールされます。
ポリシーの全帯域幅の比率の割り当ては 100 を超えることができます。たとえば、1 つのキュー
の帯域幅余剰比率を 50 に設定し、別のキューに帯域幅余剰比率 100 を設定できます。
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重み付けテール ドロップ
の出力キューは、重み付けテール ドロップ（WTD）と呼ばれるテール ドロップ輻輳回避メカニ
ズムの拡張バージョンを使用します。WTD はキュー長を管理したり、トラフィック分類ごとにド
ロップ優先順位を設定したりするために実装されています。
フレームが特定のキューにキューイングされると、WTD はフレームに割り当てられた QoS ラベ
ルを使用して、それぞれ異なるしきい値を適用します。この QoS ラベルのしきい値を超えると
（宛先キューの空きスペースがフレーム サイズより小さくなると）、がフレームをドロップしま
す。
各キューには 3 種類の設定可能なしきい値があります。QoS ラベルは、3 つのしきい値のうちの
どれがフレームの影響を受けるかを決定します。
次の図は、サイズが 1000 フレームであるキューでの WTD の動作の例を示しています。ドロップ
割合は次のように設定されています。40%（400 フレーム）、60%（600 フレーム）、および 100%
（1000 フレーム）です。これらのパーセンテージは、40% しきい値の場合は最大 400 フレーム、
60% しきい値の場合は最大 600 フレーム、100% しきい値の場合は最大 1000 フレームをキューイ
ングできるという意味です。
図 2：WTD およびキューの動作

例では、CoS 値 6 は他の CoS 値よりも重要度が高く、100 %のドロップしきい値（キューフル ス
テート）に割り当てられます。CoS 値 4 は 60 % しきい値に、CoS 値 3 は 40 % しきい値に割り当
てられます。これらのしきい値の割り当てはすべて、 queue-limit cos コマンドを使用します。
600 のフレームが格納されているキューに、新しいフレームが着信したとします。これは CoS 値
4 を使用し、60 % のしきい値が適用されます。このフレームがキューに追加されると、しきい値
を超過するため、がフレームをドロップします。

重み付けテール ドロップのデフォルト値
次に、重み付けテール ドロップ（WTD）のデフォルト値と、WTD しきい値を設定するためのルー
ルを示します。
• WTD に対して 2 つ以下のキュー制限割合を設定する場合、WTD のデフォルト値はこれらの
しきい値に割り当てられます。
次に、WTD しきい値のデフォルト値を示します。
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表 6：WTD しきい値のデフォルト値

しきい値

デフォルト値の割合

0

80

1

90

2

400

• 異なる 3 つの WTD しきい値が設定されている場合、キューは設定どおりにプログラムされ
ます。
• 2 つの WTD しきい値が設定されている場合、最大値の割合は 400 です。
• 1 つの WTD しきい値が x として設定されている場合、最大値の割合は 400 です。
◦ x の値が 90 未満の場合、threshold1 = 90 および threshold 0= x です。
◦ x の値が 90 の場合、threshold1 = 90、threshold 0 = 80 です。
◦ x の値が 90 より大きい場合、threshold1 = x、threshold 0 = 80 です。

プライオリティ キュー
各ポートは 8 つの出力キューをサポートし、そのうち 2 つにプライオリティを設定できます。
2 つのクラスのプライオリティを設定するには、priority level ポリシー クラスマップ コマンドを
使用します。1 つのクラスにプライオリティ キュー レベル 1 を設定し、別のクラスにプライオリ
ティ キュー レベル 2 を設定する必要があります。これら 2 つのキューのパケットは、他のキュー
と比較して、低遅延になります。

（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。

キュー バッファ
ブート時に有線ポートでイネーブルになっているポリシー マップがない場合、デフォルトで作成
される 2 つのキューがあります。有線ポートには、MQC ベースのポリシーを使用して最大 8 つの
キューを設定できます。次の表に、どのパケットがどのキューに入っているかを示します。
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表 7：DSCP、Precedence、CoS：キューのしきい値のマッピング テーブル

（注）

DSCP、Precedence、CoS キュー

しきい値

制御パケット

0

2

他のパケット

1

2

バッファのアベイラビリティを保証し、ドロップしきい値を設定し、キューの最大メモリ割り
当てを設定できます。キュー バッファを設定するには、 queue-buffers ポリシーマップ クラス
コマンドを使用します。最大しきい値を設定するには、queue-limit ポリシーマップ クラス コ
マンドを使用します。
バッファ割り当ては 2 種類あります。キューに明示的に予約される厳格なバッファと、特定のポー
トで未使用時に他のポートで利用可能な柔軟なバッファです。

キュー バッファの割り当て
キューに対するバッファ割り当ては、queue-buffers ratio ポリシーマップ クラス コンフィギュレー
ション コマンドを使用して調整できます。

ダイナミックなしきい値および拡張
従来、予約バッファは各キューに静的に割り当てられていました。キューがアクティブかどうか
にかかわらず、バッファはキューに保持されます。さらに、キューの数が増えるに従って、各
キューに割り当てられた予約バッファの部分が徐々に短くなることがあります。最終的に、すべ
てのキューのジャンボ フレームをサポートするのに十分な予約バッファがなくなる可能性があり
ます。
デバイスは、バッファ リソースを公平かつ効率的に割り当てる機能として、ダイナミックなしき
い値および拡張（DTS）をサポートしています。輻輳が発生すると、この DTS 機能はグローバル/
ポート リソースの占有に基づいて、着信データにバッファを柔軟に割り当てます。概念上、DTS
は、リソースを他のキューが使用できるように、キュー バッファの割り当てを徐々に縮小しま
す。逆も同様です。この柔軟な方法によって、バッファをより効率的かつ公平に利用できるよう
になります。
前の項で説明したように、キューには厳格な制限と柔軟な制限の 2 つの制限が設定されています。
厳格な制限は DTS の一部ではありません。これらのバッファはそのキューにだけ使用できます。
厳格な制限の合計は、グローバルに設定された厳格な最大制限未満である必要があります。出力
キューイングのために設定されたグローバルな厳格な制限は、現在 12672 に設定されています。
MQC ポリシーが設定されていない場合のデフォルトのシナリオでは、各ポートが 176 のバッファ
を使用し、設定に基づいてより厳格なバッファを割り当てることができます。
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柔軟なバッファ制限は DTS プロセスに参加します。さらに、柔軟なバッファ割り当ての一部は、
グローバルな柔軟な制限の割り当てを超えることができます。出力キューイング用のグローバル
な柔軟な制限は、現在 27024 に設定されています。厳格な制限と柔軟な制限の合計は 39696 にな
り、10.1 MB に変換されます。柔軟なバッファ割り当ての合計がグローバルな制限を超える場合
があるため、システムの負荷が軽ければ、特定のキューで多数のバッファを使用できるようにな
ります。DTS プロセスはシステムの負荷が増大するにしたがって、キュー単位の割り当てを動的
に調整します。

信頼動作
Cisco IP Phone の信頼境界機能のポート セキュリティ
一般的なネットワークでは、デバイス ポートに Cisco IP Phone を接続し、電話の背後からデータ
パケットを生成するデバイスをカスケードします。Cisco IP Phone では、音声パケット CoS レベル
をハイ プライオリティ（CoS = 5）にマーキングし、データ パケットをロー プライオリティ（CoS
= 0）にマーキングすることで、共有データ リンクを通して音声品質を保証しています。電話から
デバイスに送信されたトラフィックは通常 802.1Q ヘッダーを使用するタグでマーキングされてい
ます。ヘッダーには VLAN 情報およびパケットのプライオリティになる CoS の 3 ビット フィー
ルドが含まれています。
ほとんどの Cisco IP Phone 設定では、電話からデバイスに送信されるトラフィックは、音声トラ
フィックがネットワーク内の他のタイプのトラフィックに対して適切にプライオリティ付けがさ
れていることを保証するように信頼されています。 trust device 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、電話の接続先のデバイスポートが受信トラフィックを信頼する
ように設定します。

（注）

インターフェイス コンフィギュレーション モードで使用できる trust device device_type コマン
ドは、デバイス上ではスタンドアロンのコマンドです。このコマンドを AutoQoS 設定で使用
するときに、接続されているピア デバイスが対応デバイス（信頼ポリシーに一致するデバイ
スとして定義されているデバイス）ではない場合、CoS 値と DSCP 値の両方が「0」に設定さ
れ、いずれの入力ポリシーも有効になりません。接続されているピア デバイスが対応するデ
バイスである場合は、入力ポリシーが有効になります。
信頼設定により、ユーザが電話をバイパスして PC を直接デバイスに接続する場合に、ハイプラ
イオリティ キューの誤使用を避けるのにも信頼境界機能を使用できます。信頼境界機能を使用し
ないと、（信頼済みの CoS 設定により）PC が生成した CoS ラベルがデバイスで信頼されてしま
います。それに対して、信頼境界機能は CDP を使用してデバイス ポートにある Cisco IP Phone
（Cisco IP Phone 7910、7935、7940、7960 など）の存在を検出します。電話が検出されない場合、
信頼境界機能がハイプライオリティキューの誤使用を避けるためにデバイスポートの信頼設定を
ディセーブルにします。信頼境界機能は、PC および Cisco IP Phone がデバイスに接続されている
ハブに接続されている場合は機能しないことに注意してください。
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有線 ポートの信頼動作
デバイス（IP 電話、ラップトップ、カメラ、テレプレゼンス ユニットといったデバイスなどのエ
ンドポイント）に接続された有線 ポートでは、それらのエンドポイントからの DSCP 値、precedence
値、または CoS 値がデバイスによって信頼されるので、明示的なポリシー設定がない場合でも保
持されます。
パケットはデフォルトの初期設定ごとに適切なキューに入れられます。デフォルトでは、デバイ
スでの優先キューイングは実行されません。これは、ユニキャストおよびマルチキャスト パケッ
トに当てはまります。
次の表に、着信パケットタイプが発信パケットタイプと異なる場合の信頼動作およびキューイン
グ動作を示します。ポートのデフォルトの信頼モードが DSCP ベースであることに注意してくだ
さい。信頼モードは、着信パケットが純粋なレイヤ 2 パケットの場合、CoS に「フォールバック」
します。また、信頼設定を DSCP から CoS に変更できます。この設定変更は、「set cos cos table
default default-cos」アクションのクラス デフォルトがある MQC ポリシーによって実現されます。
ここで、default-cos は作成されるテーブル マップ名です（デフォルト コピーだけを実行）。
表 8：信頼およびキューイング動作

着信パケット

発信パケット

信頼動作

キューイング動作

レイヤ 3

レイヤ 3

DSCP/Precedence の保持

DSCP に基づく

レイヤ 2

レイヤ 2

N/A

CoS に基づく

タグ付き

タグ付き

DSCP および CoS の保持

DSCP に基づく（信頼 DSCP
が優先）

レイヤ 3

タグ付き

DSCP の保持、すなわち
CoS が 0 に設定される

DSCP に基づく

標準 QoS のデフォルト設定
デフォルトの有線 QoS 設定
デバイスの各有線インターフェイスでは、デフォルトで 2 つのキューが設定されます。すべての
制御トラフィックはキュー 0 を通過し、処理されます。その他すべてのトラフィックはキュー 1
を通過し、処理されます。
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DSCP マップ
デフォルトの CoS/DSCP マップ
DSCP 透過モードを無効にすると、DSCP 値は次の表に従って CoS から抽出されます。これらの
値が使用しているネットワークに適さない場合は、値を変更する必要があります。
（注）
DSCP 透過モードはデフォルトではディセーブルになっています。これがイネーブルに
なっている場合（mls qos rewrite ip dscp インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンド）、DSCP の書き換えは実行されません。
表 9：デフォルトの CoS/DSCP マップ

CoS 値

DSCP 値

0

0

1

8

2

16

3

24

4

32

5

40

6

48

7

56

デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ
着信パケットの IP precedence 値を、QoS がトラフィックのプライオリティを表すために内部使用
する DSCP 値にマッピングするには、IP precedence/DSCP マップを使用します。次の表は、デフォ
ルトの IP Precedence/DSCP マップを示しています。これらの値が使用しているネットワークに適
さない場合は、値を変更する必要があります。
表 10：デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ

IP precedence 値

DSCP 値

0

0

1

8

2

16
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IP precedence 値

DSCP 値

3

24

4

32

5

40

6

48

7

56

デフォルトの DSCP/CoS マップ
4 つの出力キューのうち 1 つを選択するために使用される CoS 値を生成するには、DSCP/CoS マッ
プを使用します。次の表に、デフォルトの DSCP/CoS マップを示します。これらの値が使用して
いるネットワークに適さない場合は、値を変更する必要があります。
表 11：デフォルトの DSCP/CoS マップ

DSCP 値

CoS 値

0～7

0

8 ～ 15

1

16 ～ 23

2

24 ～ 31

3

32 ～ 39

4

40 ～ 47

5

48 ～ 55

6

56 ～ 63

7

有線ターゲットの QoS に関する制約事項
ターゲットとは、ポリシーが適用されるエンティティです。有線ターゲットには、ポートまたは
VLAN を指定できます。
次に、QoS 機能を有線ターゲットのデバイスに適用する場合の制限事項を示します。
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• 有線ターゲットのデバイス ポートでは、最大 8 つのキューイング クラスがサポートされま
す。
• 有線ターゲットの有線ポートでは、ポリシーごとに最大 63 のポリサーがサポートされます。
• 最大 1599 のポリシーマップを作成できます。
• QoS 階層でサポートされるのは最大 2 レベルです。
• 階層型ポリシーでは、子ポリシーの親およびキュー機能のポリシーにポート シェーパーがあ
る場合を除き、親子間のオーバーラップは許可されていません。
• QoS ポリシーは、EtherChannel インターフェイスに付加できません。
• 親と子の両方のポリシングは、QoS 階層ではサポートされていません。
• 親と子の両方のマーキングは、QoS 階層ではサポートされていません。
• 同じポリシーでのキュー制限とキュー バッファの混在はサポートされません。

（注）

キュー制限の割合は、queue-buffer コマンドがこの機能を処理するため、デバ
イスではサポートされていません。キュー制限は、DSCP および CoS 拡張での
みサポートされます。

• シェーピングでは、ハードウェア内部に占める 20 バイトの IPG オーバーヘッドがすべての
パケットにあります。シェーピングの精度はこれにより向上し、とくに小さいサイズのパ
ケットに対して効果があります。
• すべての有線キューイングベース ポリシーの分類シーケンスはすべての有線アップストリー
ム ポート（10 ギガビット イーサネット）で同じであり、すべてのダウンストリーム有線ポー
ト（1 ギガビット イーサネット）で同じです。
• 有線ターゲットの有線ポートでは、ポリシーごとに最大 256 のクラスがサポートされます。
• ポリシー マップ内のポリサーのアクションには、次の制限事項があります。
◦ 適合アクションは送信する必要があります。
◦ マークダウン タイプの超過/違反アクションは、cos2cos、prec2prec、dscp2dscp だけで
す。
◦ マークダウン タイプはポリシー内で同じである必要があります。
• ポート レベルの入力マーキング ポリシーは SVI ポリシーより優先されますが、ポート ポリ
シーが設定されていない場合は、SVI ポリシーが優先されます。優先するポート ポリシーに
対し、ポート レベルのポリシーを定義します。SVI ポリシーが上書きされるようにするため
です。
• 分類カウンタには、次の制限事項があります。
◦ 分類カウンタは、バイトの代わりにパケットをカウントします。
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◦ フィルタ ベースの分類カウンタはサポートされません。
◦ マーキングまたはポリシングによる QoS 設定だけが、分類カウンタをトリガーします。
◦ ポリシー内にポリシングまたはマーキング アクションがある限り、クラス デフォルト
は分類カウンタを保持します。
◦ クラスに複数の match ステートメントがある場合、分類カウンタは match ステートメン
トの 1 つにだけトラフィック カウンタを表示します。
• テーブル マップには次の制限事項があります。
◦ マークダウンを超過するポリシングのテーブル マップとマークダウンに違反するポリシ
ングのテーブル マップがサポートされるのは、方向およびターゲットごとに 1 つのみで
す。
◦ テーブル マップは class-default で設定する必要があります。テーブル マップはユーザ定
義クラスに対してサポートされません。
• 階層型ポリシーは次の機能で必要になります。
◦ ポート シェーパー
◦ 集約ポリシング機能
◦ PV ポリシー
◦ 親シェーピングおよび子マーキング/ポリシング
• 有線ターゲットを含むポートでは、次の階層型ポリシーだけがサポートされています。
◦ 同じポリシー内でのポリシングの連結はサポートされていません。
◦ 同じポリシー内で階層型キューイングはサポートされていません（ポート シェーパーは
例外）。
◦ 親クラスでは、すべてのフィルタが同じタイプでなければなりません。子フィルタ タイ
プは次の例外を除き、親フィルタのタイプと一致している必要があります。
• IP に一致するように親クラスが設定されている場合、ACL に一致するように子ク
ラスを設定できます。
• CoS に一致するように親クラスが設定されている場合、ACL に一致するように子
クラスを設定できます。
• インターフェイス コンフィギュレーション モードで使用可能な trust device device_type コマ
ンドは、デバイスでのスタンドアロン コマンドです。このコマンドを AutoQoS 設定で使用
するときに、接続されているピア デバイスが対応デバイス（信頼ポリシーに一致するデバイ
スとして定義されているデバイス）ではない場合、CoS 値と DSCP 値の両方が「0」に設定さ
れ、いずれの入力ポリシーも有効になりません。接続されているピア デバイスが対応するデ
バイスである場合は、入力ポリシーが有効になります。
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次に、VLAN の QoS 機能を有線ターゲットに適用する場合の制限事項を示します。
• フラットつまり非階層型ポリシーでは、マーキングまたはテーブル マップのみサポートされ
ます。
次に、EtherChannel とチャネル メンバー インターフェイスで QoS 機能を適用するための制限事項
と考慮事項を示します。
• QoS は、EtherChannel インターフェイスではサポートされません。
• QoS は、入力および出力方向の EtherChannel メンバー インターフェイスでサポートされま
す。すべての EtherChannel メンバーが同じ QoS ポリシーを適用する必要があります。QoS ポ
リシーが同じでない場合、異なるリンクの個々のポリシーは独立して機能します。
• チャネル メンバーへサービス ポリシーを付加すると、EtherChannel 内のすべてのポートに同
じポリシーが接続されていることを確認するようユーザに知らせる、次の警告メッセージが
表示されます。「Warning: add service policy will cause inconsistency with port xxx in ether channel
xxx.」
• 自動 QoS は EtherChannel メンバーではサポートされません。

（注）

EtherChannel へサービス ポリシーを付加すると、次のメッセージがコンソールに表示されま
す。「Warning: add service policy will cause inconsistency with port xxx in ether channel xxx.」。こ
の警告メッセージは予期されるメッセージです。この警告メッセージは、同じ EtherChannel 内
の他のポートに同じポリシーを付加するように促すものです。同じメッセージがブートアップ
中にも表示されます。このメッセージは、EtherChannel メンバー ポート間に不一致があること
を意味するものではありません。

QoS の設定方法
クラス、ポリシー、およびマップの設定
トラフィック クラスの作成
一致基準が含まれるトラフィック クラスを作成するには、class-map コマンドを使用してトラ
フィック クラス名を指定し、必要に応じて、match コマンドをクラスマップ コンフィギュレー
ション モードで使用します。

はじめる前に
この設定作業で指定するすべての match コマンドの使用は任意ですが、1 つのクラスに少なくとも
1 つの一致基準を設定する必要があります。
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手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
# configure terminal

ステップ 2

class-map class-map name{
match-any | match-all}
例：
(config)# class-map test_1000
(config-cmap)#

クラス マップ コンフィギュレーション モードを開
始します。
• 名前を指定したクラスとパケットとの照合に
使用されるクラス マップを作成します。
• match-any：トラフィック クラスで受信したト
ラフィックがその一部と分類されるには、一
致基準のいずれかを満たす必要があります。
• match-all：トラフィック クラスで受信したト
ラフィックがトラフィック クラスの一部と分
類されるには、すべての一致基準を満たす必
要があります。
（注）

ステップ 3

matchaccess-group {index
number | name}

これはデフォルトです。match-any
または match-all が明示的に定義さ
れていない場合は、デフォルトで
match-all が選択されます。

このコマンドでは次のパラメータを使用できます。
• access-group

例：

• class-map

(config-cmap)# match
access-group 100
(config-cmap)#

• cos
• dscp
• ip
• non-client-nrt
• precedence
• qos-group
• vlan
（任意）この例では、アクセス グループ ID を入力
します。
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コマンドまたはアクション

目的
• アクセス リスト インデックス（1 ～ 2799 の
値）
• 名前付きアクセス リスト

ステップ 4

match cos cos value
例：
(config-cmap)# match cos 2 3
4 5
(config-cmap)#

ステップ 5

match dscp dscp value

（任意）IEEE 802.1Q または ISL サービス クラス
（ユーザ）プライオリティ値に一致します。
• 最大 4 つの CoS 値（0 ～ 7）をスペースで区
切って入力します。

（任意）IPv4 および IPv6 パケットの DSCP 値に一
致します。

例：
(config-cmap)# match dscp
af11 af12
(config-cmap)#

ステップ 6

matchip {dscp dscp value |
precedence precedence value }
例：
(config-cmap)# match ip dscp
af11 af12
(config-cmap)#

（任意）次を含む IP 値に一致します。
• dscp：IP DSCP（DiffServ コードポイント）に
一致します。
• precedence：IP precedence（0 ～ 7）に一致しま
す。
（注）

ステップ 7

CPU 生成パケットは出力時にマーク
されないので、パケットは設定され
たクラスマップと一致しません。

matchqos-group qos group value （任意）QoS グループ値（0 ～ 31）に一致します。
例：
(config-cmap)# match
qos-group 10
(config-cmap)#

ステップ 8

matchvlan vlan value

（任意）VLAN ID（1 ～ 4095）に一致します。

例：
(config-cmap)# match vlan 210
(config-cmap)#
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

end

設定の変更内容を保存します。

例：
(config-cmap)# end

次の作業
ポリシー マップを設定します。

トラフィック ポリシーの作成
トラフィック ポリシーを作成するには、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、トラフィック ポリシーの名前を指定します。
トラフィック クラスは、class コマンドを使用したときにサービス ポリシーと関連付けられます。
class コマンドは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始した後に実行する必要
があります。class コマンドを入力すると、 デバイスが自動的にポリシー マップ クラス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。ここでトラフィック ポリシーの QoS ポリシーを定義しま
す。
次のポリシー マップ クラスのアクションがサポートされます。
• bandwidth：帯域幅設定オプション。
• exit：QoS クラス アクション コンフィギュレーション モードを終了します。
• no：コマンドのデフォルト値を無効にするか、設定します。
• police：ポリシング機能の設定オプション。
• priority：このクラスの完全スケジューリング プライオリティの設定オプション。
• queue-buffers：キューのバッファ設定オプション。
• queue-limit：重み付けテール ドロップ（WTD）設定オプションのキューの最大しきい値。
• service-policy：QoS サービス ポリシーを設定します。
• set：次のオプションを使用して QoS 値を設定します。
◦ CoS 値
◦ DSCP 値
◦ precedence 値
◦ QoS グループ値
• shape：トラフィック シェーピング設定オプション。
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はじめる前に
最初にクラス マップを作成する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
# configure terminal

ステップ 2

policy-map policy-map name
例：

ステップ 3

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開
始します。

(config)# policy-map
test_2000
(config-pmap)#

1つ以上のインターフェイスに対応付けることができ
るポリシー マップを作成または修正し、サービス ポ
リシーを指定します。

class {class-name |
class-default}

ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定し
ます。

例：

未分類のパケットのシステム デフォルト クラスも作
成できます。

(config-pmap)# class
test_1000
(config-pmap-c)#

ステップ 4

bandwidth{kb/s kb/s
value|percent percentage |
remaining {percent | ratio}}

（任意）次のいずれかを使用して帯域幅を設定しま
す。
• kb/s：kpbs に 20000 ～ 10000000 の値を入力しま

例：
(config-pmap-c)# bandwidth
50
(config-pmap-c)#

す。
• percent：このポリシー マップに使用される総帯
域幅の割合を入力します。
• remaining：残りの帯域幅の割合を入力します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、帯域
幅の設定, （85 ページ）を参照してください。

ステップ 5

exit

（任意）QoS クラス アクション コンフィギュレーショ
ン モードを終了します。

例：
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap-c)#
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

no

（任意）コマンドを無効にします。

例：
(config-pmap-c)# no
(config-pmap-c)#

ステップ 7

police {target_bit_rate| cir|
rate}
例：
(config-pmap-c)# police
100000
(config-pmap-c)#

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を入力します。
8000 ～ 10000000000 の値を入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの
PCR、またはシングルレベルの ATM 4.0 ポリサー
ポリシーの SCR を指定します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、ポリ
シングの設定, （87 ページ）を参照してください。

ステップ 8

priority level level value
例：
(config-pmap-c)# priority
level 1
(config-pmap-c)#

（任意）このクラスに完全スケジューリング プライ
オリティを設定します。コマンド オプションは次の
とおりです。
• level：マルチレベル プライオリティ キューを確
立します。値を入力します（1 または 2）。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、プラ
イオリティの設定, （90 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 9

queue-buffers ratio ratio limit （任意）クラスのキュー バッファを設定します。
キュー バッファの割合制限（0 ～ 100）を入力しま
例：
す。
(config-pmap-c)#
queue-buffers ratio 10
(config-pmap-c)#

ステップ 10 queue-limit {パケット | cos |
dscp | percent}
例：
(config-pmap-c)# queue-limit
cos 7 percent 50
(config-pmap-c)#

このコマンドおよび使用の詳細な例については、
キュー バッファの設定, （92 ページ）を参照してく
ださい。
（任意）テール ドロップに対してキューの最大しき
い値を指定します。
• packets：デフォルトのパケット数。1 ～ 2000000
の間の値を入力します。
• cos：各 CoS 値のパラメータを入力します。
• dscp：各 DSCP 値のパラメータを入力します。
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コマンドまたはアクション

目的
• percent：しきい値の割合を入力します。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、
キュー制限の設定, （94 ページ）を参照してくださ
い。

ステップ 11 service-policy policy-map name （任意）QoS サービス ポリシーを設定します。
例：
(config-pmap-c)#
service-policy test_2000
(config-pmap-c)#

ステップ 12 set {cos |dscp |ip| precedence
|qos-group |wlan}

（任意）QoS 値を設定します。使用可能な QoS 設定
値は次のとおりです。

例：

• cos：IEEE 802.1Q/ISL サービス クラスまたはユー

(config-pmap-c)# set cos 7
(config-pmap-c)#

• dscp：IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP を

ザ プライオリティを設定します。
設定します。
• ip：IP 固有の値を設定します。
• precedence：IP（v4）および IPv6 パケットの
precedence を設定します。
• qos-group：QoS グループを設定します。

ステップ 13 shape average {target _bit_rate （任意）トラフィック シェーピングを設定します。
| percent}
コマンド パラメータは次のとおりです。
例：
(config-pmap-c) #shape
average percent 50
(config-pmap-c) #

• target_bit_rate：ターゲット ビット レート。
• percent：認定情報レートのインターフェイス帯
域幅の割合。
このコマンドおよび使用の詳細な例については、
シェーピングの設定, （98 ページ）を参照してくだ
さい。

ステップ 14 end

設定の変更内容を保存します。

例：
(config-pmap-c) #end
(config-pmap-c) #
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次の作業
インターフェイスを設定します。

クラスベースパケット マーキングの設定
この手順は、次のクラスベースパケット マーキング機能をデバイスで設定する方法を示します。
• CoS 値
• DSCP の値
• IP 値
• precedence 値
• QoS グループ値

はじめる前に
この手順を開始する前にクラス マップとポリシー マップを作成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステッ
プ1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
# configure terminal

ステッ
プ2

policy-map policy name
例：
(config)# policy-map
policy1
(config-pmap)#

ステッ
プ3

class class name

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポリ
シー マップを作成または修正し、サービス ポリシーを指定
します。

例：

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モードを開
始します。ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指
定します。

(config-pmap)# class
class1
(config-pmap-c)#

ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モードに
は、次のコマンド オプションが含まれます。
• bandwidth：帯域幅設定オプション。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• exit：QoS クラス アクション コンフィギュレーション
モードを終了します。
• no：コマンドのデフォルト値を無効にするか、設定し
ます。
• police：ポリシング機能の設定オプション。
• priority：このクラスの完全スケジューリング プライオ
リティの設定オプション。
• queue-buffers：キューのバッファ設定オプション。
• queue-limit：重み付けテール ドロップ（WTD）設定オ
プションのキューの最大しきい値。
• service-policy：QoS サービス ポリシーを設定します。
• set：次のオプションを使用して QoS 値を設定します。
◦ CoS 値
◦ DSCP 値
◦ precedence 値
◦ QoS グループ値
• shape：トラフィック シェーピング設定オプション。
（注）

ステッ
プ4

set cos {cos value | cos table
table-map name | dscp table
table-map name | precedence
table table-map name |
qos-group table table-map
name }
例：
(config-pmap)# set cos 5
(config-pmap)#

この手順では、set コマンド オプションを使用し
て、使用可能な設定について説明します。その他
のコマンド オプション（admit、bandwidth など）
についてはこのマニュアルの他の項で説明します。
このタスクでは、使用可能なすべての set コマン
ドが表示されますが、クラス単位でサポートされ
るのは 1 つの set コマンドだけです。

（任意）発信パケットの固有の IEEE 802.1Q レイヤ 2 CoS 値
を設定します。値は 0 ～ 7 です。
set cos コマンドを使用して次の値を設定することもできま
す。
• cos table：CoS 値をテーブル マップに基づいて設定し
ます。
• dscp table：コード ポイント値をテーブル マップに基づ
いて設定します。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• precedence table：コード ポイント値をテーブル マップ
に基づいて設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グルー
プから CoS 値を設定します。
ステッ
プ5

set dscp {dscp value |
（任意）DSCP 値を設定します。
default | dscp table
特定の DSCP 値の設定に加えて、set dscp コマンドを使用し
table-map name | ef |
precedence table table-map て次を設定できます。
name | qos-group table
• default：パケットをデフォルト DSCP 値（000000）と
table-map name | wlan
一致させます。
user-priority table
table-map name}
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP からパ
ケットの DSCP 値を設定します。
例：

(config-pmap)# set dscp
af11
(config-pmap)#

• ef：パケットを EF DSCP 値（101110）と一致させます。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
からパケットの DSCP 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グルー
プからパケットの DSCP 値を設定します。

ステッ
プ6

set ip {dscp | precedence}
例：
(config-pmap)# set ip
dscp c3
(config-pmap)#

（任意）IP 固有の値を設定します。これらの値は、IP DSCP
値または IP precedence 値です。
set ip dscp コマンドを使用して、次の値を設定することがで
きます。
• dscp value：特定の DSCP の値を設定します。
• default：パケットをデフォルト DSCP 値（000000）と
一致させます。
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP からパ
ケットの DSCP 値を設定します。
• ef：パケットを EF DSCP 値（101110）と一致させます。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
からパケットの DSCP 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グルー
プからパケットの DSCP 値を設定します。
set ip precedence コマンドを使用して、次の値を設定するこ
とができます。
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
• precedence value：precedence 値を設定します（0 ～ 7）。
• cos table：テーブル マップに基づいてレイヤ 2 CoS か
らパケットの precedence 値を設定します。
• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP 値からパ
ケットの precedence 値を設定します。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
から precedence 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グルー
プから precedence 値を設定します。
ステッ
プ7

set precedence {precedence （任意）IPv4 と IPv6 パケットの precedence 値を設定します。
value | cos table table-map
name | dscp table table-map set precedence コマンドを使用して、次の値を設定すること
ができます。
name | precedence table
table-map name | qos-group
• precedence value：precedence 値を設定します（0 ～ 7）。
table table-map name}
• cos table：レイヤ 2 CoS からのパケットの precedence 値
例：
をテーブル マップに基づいて設定します。
(config-pmap)# set
precedence 5
(config-pmap)#

• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP 値からパ
ケットの precedence 値を設定します。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
から precedence 値を設定します。
• qos-group table：テーブル マップに基づいて QoS グルー
プから precedence 値を設定します。

ステッ
プ8

set qos-group {qos-group （任意）QoS グループ値を設定します。このコマンドを使
value | dscp table table-map 用して次の値を設定できます。
name | precedence table
• qos-group value：1 から 31 までの数。
table-map name}
例：
(config-pmap)# set
qos-group 10
(config-pmap)#

ステッ
プ9

end

• dscp table：テーブル マップに基づいて DSCP からコー
ド ポイント値を設定します。
• precedence table：テーブル マップに基づいて優先順位
からコード ポイント値を設定します。
設定変更を保存します。

例：
(config-pmap)# end
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コマンドまたはアクショ 目的
ン
#

ステッ
プ 10

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべての
クラスに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
# show policy-map

次の作業
service-policy コマンドを使用して、インターフェイスにトラフィック ポリシーを付加します。

トラフィック ポリシーのインターフェイスへの適用
トラフィック クラスとトラフィック ポリシーの作成後、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、トラフィックポリシーをインターフェイスに付加し、ポリ
シーを適用する方向を指定します（インターフェイスに着信するパケットまたはインターフェイ
スから送信されるパケット）。

はじめる前に
インターフェイスにトラフィックポリシーを付加する前に、トラフィッククラスとトラフィック
ポリシーを作成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクショ 目的
ン
ステップ 1 configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
# configure terminal

ステップ 2 interface type
例：
(config)# interface
GigabitEthernet1/0/1
(config-if)#

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
し、インターフェイスを設定します。
インターフェイス コンフィギュレーションのコマンド パラ
メータは次のとおりです。
• ANI：自律型ネットワーキング仮想インターフェイス
• AccessTunnel：アクセス トンネル インターフェイス
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ン
• Auto Template：自動テンプレート インターフェイス
• CEM-PG：保護グループを持つ回線エミュレーション
インターフェイス
• FortyGigabitEthernet：40 ギガビット イーサネット
• GigabitEthernet：Gigabit Ethernet IEEE 802.3z
• Internal Interface：内部インターフェイス
• LISP：ロケータ ID 分離プロトコル仮想インターフェ
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
• PROTECTION_GROUP：保護グループ コントローラ
• Port-channel：インターフェイスのイーサネット チャ
ネル
• SDH_ACR：仮想 SDH-ACR コントローラ
• TLS-VIF：TLS 仮想インターフェイス
• 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：インターフェイス範囲
ステップ 3 service-policy {input
policy-map | output
policy-map }
例：

ポリシー マップを入力または出力インターフェイスに適用
します。このポリシー マップは、そのインターフェイスの
サービス ポリシーとして使用されます。
この例では、トラフィック ポリシーでそのインターフェイ
スから送信されるすべてのトラフィックを評価します。

(config-if)#
service-policy output
policy_map_01
(config-if)#

ステップ 4 end

設定変更を保存します。

例：
(config-if)# end
#
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ン
ステップ 5 show policy map

（任意）指定されたインターフェイスのポリシーの統計情
報を表示します。

例：
# show policy map

次の作業
他のトラフィック ポリシーをインターフェイスに付加し、ポリシーを適用する方向を指定しま
す。

ポリシーマップによる物理ポートのトラフィックの分類、ポリシング、およびマー
キング
実行対象となるトラフィッククラスを指定する非階層型ポリシーマップを、物理ポート上に設定
できます。サポートされるアクションは再マーキングとポリシングです。

はじめる前に
この手順を開始する前に、ネットワーク トラフィックの分類、ポリシング、およびマーキングに
ついて、あらかじめポリシー マップによって決定しておく必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
# configure terminal

ステップ 2

class-map {class-map name | クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始
match-any}
します。
例：
(config)# class-map
ipclass1
(config-cmap)# exit
(config)#

• 名前を指定したクラスとパケットとの照合に使用
されるクラス マップを作成します。
• match-any を指定すると、トラフィック クラスで
受信したトラフィックの場合、一致基準の 1 つに
必ず一致し、そのトラフィック クラスの一部と分
類されます。これはデフォルトです。
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ステップ 3

match access-group { access 分類基準をクラス マップに一致するように指定しま
list index | access list name } す。次の基準について照合できます。
例：
(config-cmap)# match
access-group 1000
(config-cmap)# exit
(config)#

• access-group：アクセス グループに一致します。
• class-map：別のクラス マップに一致します。
• cos：CoS 値に一致します。
• dscp：DSCP 値に一致します。
• ip：特定の IP 値に一致します。
• non-client-nrt：非クライアント NRT に一致しま
す。
• precedence：IPv4 および IPv6 パケットの precedence
値に一致します。
• qos-group：QoS グループに一致します。
• vlan：VLAN に一致します。

ステップ 4

ステップ 5

policy-map policy-map-name ポリシー マップ名を入力することによってポリシー
マップを作成し、ポリシーマップ コンフィギュレー
例：
ション モードを開始します。
(config)# policy-map
flowit
(config-pmap)#

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていませ
ん。

class {class-map-name |
class-default}

トラフィックの分類を定義し、ポリシーマップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

デフォルトでは、ポリシー マップ クラス マップは定
義されていません。

(config-pmap)# class
ipclass1
(config-pmap-c)#

すでに class-map グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用してトラフィック クラスが定義されて
いる場合は、このコマンドで class-map-name にその名
前を指定します。
class-default トラフィック クラスは定義済みで、どの
ポリシーにも追加できます。このトラフィック クラス
は、常にポリシー マップの最後に配置されます。暗黙
の match any が class-default クラスに含まれている場
合、他のトラフィック クラスと一致していないすべて
のパケットは class-default と一致します。
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 6

set {cos |dscp |ip| precedence （任意）QoS 値を設定します。使用可能な QoS 設定値
|qos-group |wlan
は次のとおりです。
user-priority}
• cos：IEEE 802.1Q/ISL サービス クラスまたはユー
ザ プライオリティを設定します。
例：
(config-pmap-c)# set dscp
45
(config-pmap-c)#

• dscp：IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP を設
定します。
• ip：IP 固有の値を設定します。
• precedence：IP（v4）および IPv6 パケットの
precedence を設定します。
• qos-group：QoS グループを設定します。
この例では、 set dscp コマンドが、パケットでの新し
い DSCP 値を設定して IP トラフィックを分類します。

ステップ 7

police {target_bit_rate| cir|
rate}
例：
(config-pmap-c)# police
100000 conform-action
transmit exceed-action
drop
(config-pmap-c)#

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定し、8000
～ 10000000000 の値を入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの
PCR、またはシングルレベルの ATM 4.0 ポリサー
ポリシーの SCR を指定します。
この例では、police コマンドが 100000 セットのター
ゲット ビット レートを超えるトラフィックがドロップ
されるクラスにポリサーを追加します。

ステップ 8

exit

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。

例：
(config-pmap-c)# exit

ステップ 9

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
(config-pmap)# exit
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 10 interface interface-id
例：
(config)# interface
gigabitethernet 2/0/1

ステップ 11 service-policy input
policy-map-name

ポリシー マップを適用するポートを指定し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれま
す。
ポリシー マップ名を指定し、入力ポートに適用しま
す。サポートされるポリシー マップは、入力ポートに
1 つだけです。

例：
(config-if)#
service-policy
input flowit

ステップ 12 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
(config-if)# end

ステップ 13 show policy-map
[policy-map-name [class
class-map-name]]

（任意）入力を確認します。

例：
# show policy-map

ステップ 14 copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。

例：
# copy-running-config
startup-config

次の作業
必要に応じて QoS 設定は、ポリシー マップを使用して、SVI のトラフィックの分類、ポリシン
グ、およびマーキングを設定します。
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ポリシー マップによる SVI のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング
はじめる前に
この手順を開始する前に、ポリシーマップを使用して、ネットワークトラフィックの分類、ポリ
シング、およびマーキングについて決定しておく必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
# configure terminal

ステップ 2

class-map {class-map name |
match-any}
例：
(config)# class-map
class_vlan100

クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始
します。
• 名前を指定したクラスとパケットとの照合に使
用されるクラス マップを作成します。
• match-any を指定すると、トラフィック クラス
で受信したトラフィックの場合、一致基準の 1
つに必ず一致し、そのトラフィック クラスの一
部と分類されます。これはデフォルトです。

ステップ 3

match vlan vlan number

VLANをクラスマップに一致するように指定します。

例：
(config-cmap)# match vlan
100
(config-cmap)# exit
(config)#

ステップ 4

ステップ 5

policy-map policy-map-name
例：

ポリシー マップ名を入力することによってポリシー
マップを作成し、ポリシーマップ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

(config)# policy-map
policy_vlan100
(config-pmap)#

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていま
せん。

description 説明

（任意）ポリシー マップの説明を入力します。

例：
(config-pmap)# description
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コマンドまたはアクション

目的

vlan 100

ステップ 6

class {class-map-name |
class-default}

トラフィック分類を定義し、ポリシーマップ クラス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

デフォルトでは、ポリシー マップ クラス マップは定
義されていません。

(config-pmap)# class
class_vlan100
(config-pmap-c)#

すでに class-map グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用してトラフィック クラスが定義さ
れている場合は、このコマンドで class-map-name に
その名前を指定します。
class-default トラフィック クラスは定義済みで、どの
ポリシーにも追加できます。このトラフィック クラ
スは、常にポリシー マップの最後に配置されます。
暗黙の match any が class-default クラスに含まれてい
る場合、他のトラフィック クラスと一致していない
すべてのパケットは class-default と一致します。

ステップ 7

set {cos |dscp |ip| precedence （任意）QoS 値を設定します。使用可能な QoS 設定
|qos-group |wlan user-priority} 値は次のとおりです。
例：
(config-pmap-c)# set dscp
af23
(config-pmap-c)#

• cos：IEEE 802.1Q/ISL サービス クラスまたはユー
ザ プライオリティを設定します。
• dscp：IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP を
設定します。
• ip：IP 固有の値を設定します。
• precedence：IP（v4）および IPv6 パケットの
precedence を設定します。
• qos-group：QoS グループを設定します。
この例では、 set dscp コマンドが AF23（010010）の
DSCP 値にパケットを照合することによって、IP トラ
フィックを分類します。

ステップ 8

police {target_bit_rate| cir|
rate}
例：
(config-pmap-c)# police
200000 conform-action
transmit
exceed-action drop
(config-pmap-c)#

（任意）ポリサーを設定します。
• target_bit_rate：ビット レート/秒を指定します。
8000 ～ 10000000000 の範囲で値を入力します。
• cir：認定情報レート。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの
PCR、またはシングルレベルの ATM 4.0 ポリサー
ポリシーの SCR を指定します。
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目的
この例では、police コマンドが 200000 セットのター
ゲット ビット レートを超えるトラフィックがドロッ
プされるクラスにポリサーを追加します。

ステップ 9

exit

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。

例：
(config-pmap-c)# exit

ステップ 10

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
(config-pmap)# exit

ステップ 11

interface interface-id
例：

ステップ 12

ポリシーマップを適用するポートを指定し、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

(config)# interface
gigabitethernet 1/0/3

有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれ
ます。

service-policy input
policy-map-name

ポリシー マップ名を指定し、入力ポートに適用しま
す。サポートされるポリシー マップは、入力ポート
に 1 つだけです。

例：
(config-if)# service-policy
input policy_vlan100

ステップ 13

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
(config-if)# end

ステップ 14

show policy-map
[policy-map-name [class
class-map-name]]

（任意）入力を確認します。

例：
# show policy-map
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

例：
# copy-running-config
startup-config

テーブル マップの設定
テーブル マップはマーキングの形式であり、テーブルを使用してフィールド間のマッピングと変
換を可能にすることもできます。たとえば、テーブル マップはレイヤ 2 の CoS 設定をレイヤ 3 の
precedence 値にマッピングして変換するために使用できます。

（注）

テーブル マップは、複数のポリシーで、または同じポリシー内で複数回参照できます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
# configure terminal

ステップ 2

table-map name {default {default テーブル マップを作成し、テーブル マップ コ
value | copy | ignore} | exit | map ンフィギュレーション モードを開始します。
{from from valueto to value } | no} テーブル マップ コンフィギュレーション モー
ドでは、次のタスクを実行できます。
例：
(config)# table-map table01
(config-tablemap)#

• default：テーブル マップのデフォルト値を
設定するか、テーブル マップ内にない値に
ついてのデフォルトの動作（コピーまたは
無視）を設定します。
• exit：テーブル マップ コンフィギュレー
ション モードを終了します。
• map：テーブル マップで from 値を to 値に
マッピングします。
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目的
• no：コマンドのデフォルト値を無効にする
か、設定します。

ステップ 3

mapfrom valueto value
例：
(config-tablemap)#
to 2
(config-tablemap)#
to 4
(config-tablemap)#
to 3
(config-tablemap)#
to 6
(config-tablemap)#
(config-tablemap)#

ステップ 4

map from 0
map from 1
map from 24
map from 40
default 0

exit

この手順では、DSCP 値が 0 のパケットを CoS
値 2 に、DSCP 値が 1 のパケットを CoS 値 4 に、
DSCP 値が 24 のパケットを CoS 値 3 に、DSCP
値が 40 のパケットを CoS 値 6 に、およびそれ
以外のすべてのパケットを CoS 値 0 にマークし
ます。
（注）

この例の CoS 値から DSCP 値へのマッ
ピングは、後で説明するように、set
ポリシー マップ クラス コンフィギュ
レーション コマンドを使用して設定
します。

グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

例：
(config-tablemap)# exit
(config)#

ステップ 5

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
(config) exit
#

ステップ 6

show table-map

テーブル マップ設定を表示します。

例：
# show table-map
Table Map table01
from 0 to 2
from 1 to 4
from 24 to 3
from 40 to 6
default 0

ステップ 7

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
# configure terminal
(config)#
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

policy-map

テーブル マップのポリシー マップを設定しま
す。

例：
(config)# policy-map
table-policy
(config-pmap)#

ステップ 9

class class-default

クラスをシステム デフォルトに一致させます。

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

ステップ 10

set cos dscp table table map name
例：
(config-pmap-c)# set cos dscp
table table01
(config-pmap-c)#

ステップ 11

end

このポリシーが入力ポートに適用された場合、
そのポートでは trust dscp がイネーブルになり、
テーブル マップに応じてマーキングが行われま
す。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
(config-pmap-c)# end
#

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに付
加します。

QoS の特性と機能の設定
帯域幅の設定
この手順は、で帯域幅を設定する方法を示します。

はじめる前に
この手順を開始する前に、帯域幅のクラス マップを作成する必要があります。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
# configure terminal

ステッ
プ2

policy-map policy name
例：
(config)# policy-map
policy_bandwidth01
(config-pmap)#

ステッ
プ3

class class name
例：
(config-pmap)# class
class_bandwidth01
(config-pmap-c)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポリ
シー マップを作成または修正し、サービス ポリシーを指定
します。
ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モードを開
始します。ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指
定します。ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション
モードには、次のコマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デ
フォルト クラス。

ステッ
プ4

bandwidth {Kb/s | percent ポリシー マップの帯域幅を設定します。パラメータは次の
percentage | remaining { とおりです。
ratio ratio }}
• Kb/s：特定の値を kbps で設定します（20000 ～
10000000）。
例：
(config-pmap-c)#
bandwidth 200000
(config-pmap-c)#

• percent-：割合に基づいて、特定のクラスに最小帯域幅
を割り当てます。キューは、他のキューが全体のポー
ト帯域幅を使用しない場合は、帯域幅をオーバーサブ
スクライブすることができます。合計が 100 % を超え
ることはできません。100 % 未満の場合、帯域幅の残り
は、すべての帯域幅キュー上に均等に分割されます。
• remaining：特定のクラスに最小帯域幅を割り当てま
す。キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使
用しない場合は、帯域幅をオーバーサブスクライブす
ることができます。合計が 100 % を超えることはでき
ません。このコマンドは、ポリシー内の特定のキュー
に対して priority コマンドが使用されている場合に使用
します。各キューには、割合ではなく比率を割り当て
ることもできます。キューにはそれらの比率に従って、
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コマンドまたはアク
ション

目的
特定の重みが割り当てられます。比率は 0 ～ 100 の範
囲で指定できます。この場合のポリシーの全帯域幅で
の比率の割り当ては、100 を超えることができます。
（注）

ステッ
プ5

end

ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させること
はできません。たとえば、1 つのポリシー マップ
で帯域幅の割合と kbps の両方を使用して、帯域幅
を設定することはできません。

設定変更を保存します。

例：
(config-pmap-c)# end
#

ステッ
プ6

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべての
クラスに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用して、インターフェイスにトラフィック ポリシーを付加します。

ポリシングの設定
この手順は、でポリシングを設定する方法を説明しています。

はじめる前に
この手順を開始する前に、ポリシングのクラス マップを作成する必要があります。
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手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
# configure terminal

ステッ
プ2

policy-map policy name
例：
(config)# policy-map
policy_police01
(config-pmap)#

ステッ
プ3

class class name
例：
(config-pmap)# class
class_police01
(config-pmap-c)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを
開始します。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることがで
きるポリシー マップを作成または修正し、サービ
ス ポリシーを指定します。
ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。ポリシーを作成または変更
するクラスの名前を指定します。ポリシー クラス
マップ コンフィギュレーション モードには、次の
コマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシ
ステム デフォルト クラス。

ステッ
プ4

police {target_bit_rate [burst bytes | bc 次の police サブコマンド オプションを使用できま
| conform-action | pir ] | cir
す。
{target_bit_rate | percent percentage}
• target_bit_rate：ビット/秒（8000 ～
| rate {target_bit_rate | percent
percentage}
10000000000）。
conform-actiontransmitexceed-action
◦ burst bytes：1000 ～ 512000000 の値を入
{drop [violate action] |
力します。
set-cos-transmit | set-dscp-transmit |
set-prec-transmit | transmit [violate
◦ bc：適合バースト。
action] }}
◦ conform-action：レートが適合バースト
例：
(config-pmap-c)# police 8000
conform-action transmit
exceed-action drop
(config-pmap-c)#

より小さくなる場合に実行されるアク
ション。
◦ pir：最大情報レート。
• cir：認定情報レート。
◦ target_bit_rate：ターゲット ビット レー
ト（8000 ～ 10000000000）。
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コマンドまたはアクション

目的
◦ percent：CIR のインターフェイス帯域幅
の割合。
• rate：ポリシング レート、階層型ポリシーの
PCR、またはシングルレベルの ATM 4.0 ポリ
サー ポリシーの SCR を指定します。
◦ target_bit_rate：ターゲット ビット レー
ト（8000 ～ 10000000000）。
◦ percent：レートのインターフェイス帯域
幅の割合。
次の police conform-action transmit exceed-action サ
ブコマンド オプションを使用できます。
• drop：パケットをドロップします。
• set-cos-transmit：CoS 値を設定して送信しま
す。
• set-dscp-transmit：DSCP 値を設定して送信し
ます。
• set-prec-transmit：パケットの precedence を書
き換えて送信します。
• transmit：パケットを送信します。
（注）

ステッ
プ5

end

ポリサー ベースのマークダウン アクショ
ンは、テーブル マップを使用する場合の
みサポートされます。内の各マーキング
フィールドでは、1 つのマークダウン
テーブル マップだけが許可されます。

設定変更を保存します。

例：
(config-pmap-c)# end
#

ステッ
プ6

例：

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定された
すべてのクラスに関するポリシー設定情報を表示
します。

# show policy-map

（注）

show policy-map

show policy-map コマンドの出力では、
適合バイトおよび超過バイトのカウンタ
を表示しません。
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コマンドまたはアクション

目的

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに付
加します。

プライオリティの設定
次に、デバイスで優先順位を設定する手順を示します。
デバイスでは、指定されたキューに優先順位を指定できます。使用可能な 2 つのプライオリティ
レベルがあります（1 および 2）。

（注）

音声とビデオに対応するキューには、プライオリティ レベル 1 を割り当てます。

はじめる前に
この手順を開始する前に、プライオリティのクラス マップを作成する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
# configure terminal

ステップ 2

policy-map policy name
例：
(config)# policy-map
policy_priority01
(config-pmap)#

ステップ 3

class class name
例：
(config-pmap)# class
class_priority01
(config-pmap-c)#

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始
します。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができる
ポリシー マップを作成または修正し、サービス ポリ
シーを指定します。
ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モー
ドを開始します。ポリシーを作成または変更するクラ
スの名前を指定します。ポリシー クラス マップ コン
フィギュレーション モードには、次のコマンド オプ
ションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
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コマンドまたはアクション 目的
• class-default：未分類のパケットを照合するシステ
ム デフォルト クラス。
ステップ 4

priority levellevel_value
例：
(config-pmap-c)# priority
level 1
(config-pmap-c)#

（任意）priority コマンドは、クラスに完全スケジュー
リング プライオリティを割り当てます。
コマンド オプションは次のとおりです。
• level level_value：マルチレベル（1 ～ 2）のプライ
オリティ キューを指定します。
（注）

ステップ 5

end

プライオリティ レベル 1 はプライオリティ
レベル 2 より重要です。プライオリティ レベ
ル 1 は、 QoS に最初に処理される帯域幅を予
約するため、遅延は非常に低くなります。プ
ライオリティ レベル 1 と 2 はどちらも帯域幅
を予約します。

設定変更を保存します。

例：
(config-pmap-c)# end
#

ステップ 6

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべ
てのクラスに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに付
加します。

キューとシェーピングの設定
出力キューの特性の設定
ネットワークおよび QoS ソリューションの複雑さによっては、この項の手順をすべて実行する必
要があります。次の特性を決定する必要があります。
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• DSCP、CoS、または QoS グループ値によって各キューおよびしきい値 ID にマッピングされ
るパケット
• キューに適用されるドロップ割合のしきい値と、トラフィック タイプで必要な予約メモリと
最大メモリ
• キューに割り当てる固定バッファ スペース
• ポートの帯域幅に関するレート制限の必要性
• 出力キューの処理頻度、および使用する技術（シェーピング、共有、または両方）

（注）

出力キューはデバイスでのみ設定できます。

キュー バッファの設定
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
い場合は、すべてのキューに対して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 DTS（Dynamic Threshold and Scaling）はすべてのキューでアク
ティブになるため、これらはソフト バッファになります。

（注）

queue-buffer ratio は queue-limit とともに設定することはできません。

はじめる前に
この手順の前提条件を次に示します。
• この手順を開始する前に、キュー バッファのクラス マップを作成する必要があります。
• キュー バッファを設定する前に、ポリシー マップの帯域幅、シェーピング、またはプライ
オリティを設定する必要があります。

手順

ステッ
プ1

コマンドまたはアク
ション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
# configure terminal
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ステッ
プ2

コマンドまたはアク
ション

目的

policy-map policy name

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
(config)# policy-map
policy_queuebuffer01
(config-pmap)#

ステッ
プ3

class class name
例：
(config-pmap)# class
class_queuebuffer01
(config-pmap-c)#

1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポリ
シー マップを作成または修正し、サービス ポリシーを指定
します。
ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション モードを開
始します。ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指
定します。ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション
モードには、次のコマンド オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシステム デ
フォルト クラス。

ステッ
プ4

bandwidth {Kb/s |
percent percentage |
remaining { ratio ratio
value }}

ポリシー マップの帯域幅を設定します。コマンド パラメー
タは次のとおりです。
• Kb/s：特定の値を設定するには、このコマンドを使用し
ます。指定できる範囲は 20000 ～ 10000000 です。

例：
(config-pmap-c)#
bandwidth percent 80
(config-pmap-c)#

• percent：割合を使用して特定のクラスに最小帯域幅を
割り当てます。キューは、他のキューが全体のポート帯
域幅を使用しない場合は、帯域幅をオーバーサブスクラ
イブすることができます。合計が 100 % を超えることは
できません。100 % 未満の場合、帯域幅の残りは、すべ
ての帯域幅キュー上に均等に分割されます。
• remaining：特定のクラスに最小帯域幅を割り当てます。
キューは、他のキューが全体のポート帯域幅を使用しな
い場合は、帯域幅をオーバーサブスクライブすることが
できます。合計が 100 % を超えることはできません。こ
のコマンドは、ポリシー内の特定のキューに対して
priority コマンドが使用されている場合に使用します。
各キューには、割合ではなく比率を割り当てることもで
きます。キューにはそれらの比率に従って、特定の重み
が割り当てられます。比率は 0 ～ 100 の範囲で指定でき
ます。この場合のポリシーの全帯域幅での比率の割り当
ては、100 を超えることができます。
（注）

ポリシー マップで帯域幅タイプを混在させること
はできません。
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コマンドまたはアク
ション

目的

ステッ
プ5

queue-buffers {ratio ratio キューの相対的なバッファ サイズを設定します。
value}
（注）
ポリシーに設定されているすべてのバッファの合
計が 100 % 以下である必要があります。未割り当
例：
てバッファは、残りのキューに均等に分散されま
(config-pmap-c)#
す。プライオリティ キューを含むすべてのキュー
queue-buffers ratio 10
に十分なバッファが割り当てられるようにします。
(config-pmap-c)#
（注）
スパニングツリーや LACP などのネットワーク制
御プロトコルのプロトコル データ ユニット
（PDU）は、プライオリティ キューまたはキュー
0（プライオリティ キューが設定されていない場
合）を使用します。プロトコルが機能するには、
これらのキューに十分なバッファが割り当てられ
るようにします。

ステッ
プ6

end

設定変更を保存します。

例：
(config-pmap-c)# end
#

ステッ
プ7

show policy-map

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定されたすべてのク
ラスに関するポリシー設定情報を表示します。

例：
# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに付
加します。

キュー制限の設定
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。によって、3 つの明示的にプログラム可能なしきい値クラ
スとして各キューに 0、1、2 を指定できます。したがって、キューごとに各パケットのキューイ
ング/ドロップの決定は、フレーム ヘッダーの DSCP、CoS、または QoS グループ フィールドに指
定されたパケットのしきい値クラスの割り当てによって決定されます。
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WTD では柔軟な制限が使用されるため、最大 400 %（共通プールで予約されるバッファの最大 4
倍）のキュー制限を設定できます。この柔軟な制限は、他の機能に影響することなく、共通プー
ルのオーバーランを防止します。

（注）

キュー制限は、有線ポートの出力キューでのみ設定できます。

はじめる前に
この手順の前提条件を次に示します。
• この手順を開始する前に、キュー制限を使用するクラス マップを作成する必要があります。
• キュー制限を設定する前に、ポリシー マップの帯域幅、シェーピング、またはプライオリ
ティを設定する必要があります。

手順
コマンドまたはアクション
configureterminal
ス
テッ
プ 1 例：

目的
グローバル コンフィギュレー
ション モードを開始します。

# configure terminal

policy-map policy name
ス
テッ
プ 2 例：
(config)# policy-map policy_queuelimit01
(config-pmap)#

class class name
ス
テッ
プ 3 例：
(config-pmap)# class class_queuelimit01
(config-pmap-c)#

ポリシー マップ コンフィギュ
レーション モードを開始しま
す。
1 つ以上のインターフェイスに
対応付けることができるポリ
シー マップを作成または修正
し、サービス ポリシーを指定
します。
ポリシー クラス マップ コン
フィギュレーション モードを
開始します。ポリシーを作成ま
たは変更するクラスの名前を指
定します。ポリシー クラス
マップ コンフィギュレーショ
ン モードには、次のコマンド
オプションが含まれます。
• word：クラス マップ名。
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コマンドまたはアクション

目的
• class-default：未分類のパ
ケットを照合するシステム
デフォルト クラス。

bandwidth {Kb/s | percent percentage | remaining { ratio ratio ポリシー マップの帯域幅を設
ス
テッ value }}
定します。パラメータは次のと
プ4
おりです。
例：
(config-pmap-c)# bandwidth 500000
(config-pmap-c)#

• Kb/s：特定の値を設定する
には、このコマンドを使用
します。指定できる範囲は
20000 ～ 10000000 です。
• percent：特定のクラスに
最小帯域幅を割り当てま
す。キューは、他のキュー
が全体のポート帯域幅を使
用しない場合は、帯域幅を
オーバーサブスクライブす
ることができます。合計が
100 % を超えることはでき
ません。100 % 未満の場
合、帯域幅の残りは、すべ
ての帯域幅キュー上に均等
に分割されます。
• remaining：特定のクラス
に最小帯域幅を割り当てま
す。キューは、他のキュー
が全体のポート帯域幅を使
用しない場合は、帯域幅を
オーバーサブスクライブす
ることができます。合計が
100 % を超えることはでき
ません。このコマンドは、
ポリシー内の特定のキュー
に対して priority コマンド
が使用されている場合に使
用します。各キューには、
割合ではなく比率を割り当
てることもできます。
キューにはそれらの比率に
従って、特定の重みが割り
当てられます。比率は 0 ～
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コマンドまたはアクション

目的
100 の範囲で指定できま
す。この場合のポリシーの
全帯域幅での比率の割り当
ては、100 を超えることが
できます。
（注）

queue-limit {packets | {cos value { maximum threshold value |
ス
テッ percentage } | {cos value | percentage } } | {dscp value {maximum
プ 5 threshold value | percentage} | match packet {maximum threshold
value | percentage} | {maximum threshold value | percentage} |
{maximum threshold value | percentage} | dscp value} | percentage
}}packetscospercent
valuespercentdscppercentpercentdefaultpercentefpercentdscp
valuespercent
例：
(config-pmap-c)# queue-limit dscp 3 percent 20
(config-pmap-c)# queue-limit dscp 4 percent 30
(config-pmap-c)# queue-limit dscp 5 percent 40

キュー制限のしきい値の割合を
設定します。
すべてのキューで、3 つのしき
い値（0、1、2）があり、それ
ぞれのしきい値についてデフォ
ルト値があります。デフォルト
またはその他のキュー制限しき
い値設定を変更するには、この
コマンドを使用します。たとえ
ば、DSCP 3、4、および 5 のパ
ケットが設定した特定のキュー
に送信される場合、このコマン
ドは、この 3 つの DSCP 値のし
きい値パーセンテージを設定で
きます。キュー制限しきい値に
関する詳細については、重み付
けテール ドロップ, （54 ペー
ジ）を参照してください。
（注）

end
ス
テッ
プ 6 例：

ポリシー マップで帯
域幅タイプを混在さ
せることはできませ
ん。

は絶対キュー制限の割
合をサポートしませ
ん。は、dscp または
cos キュー制限の割合
だけをサポートしま
す。

設定変更を保存します。

(config-pmap-c)# end
#

Cisco IOS XE Everest 16.6.x（Catalyst 9400 スイッチ）Quality of Service（QoS）コンフィギュレーション ガ
イド
97

QoS の設定
シェーピングの設定

コマンドまたはアクション

目的

show policy-map
ス
テッ
プ 7 例：

（任意）すべてのサービス ポ
リシーに設定されたすべてのク
ラスに関するポリシー設定情報
を表示します。

# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加ポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用して、トラフィック ポリシーまたはポリシーをインターフェイスに
付加します。

シェーピングの設定
特定のクラスのシェーピング（最大帯域幅）を設定するには、shape コマンドを使用します。ポー
トに残っている追加帯域幅があっても、キューの帯域幅はこの値に制限されます。シェーピング
は平均の割合で、または bps のシェーピングの平均値で設定できます。

はじめる前に
この手順を開始する前に、シェーピングのクラス マップを作成する必要があります。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
# configure terminal

ステップ 2

policy-map policy name
例：
(config)# policy-map
policy_shaping01
(config-pmap)#

ステップ 3

class class name
例：
(config-pmap)# class
class_shaping01

ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを
開始します。
1 つ以上のインターフェイスに対応付けることがで
きるポリシー マップを作成または修正し、サービ
ス ポリシーを指定します。
ポリシー クラス マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。ポリシーを作成または変更す
るクラスの名前を指定します。ポリシークラスマッ
プ コンフィギュレーション モードには、次のコマ
ンド オプションが含まれます。
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コマンドまたはアクション
(config-pmap-c)#

目的
• word：クラス マップ名。
• class-default：未分類のパケットを照合するシ
ステム デフォルト クラス。

ステップ 4

shapeaverage {target bit rate |
percent percentage}
例：

平均シェーピングレートを設定します。平均シェー
ピング レートを、ターゲット ビット レート（bps）
または認定情報レート（CIR）のインターフェイス
帯域幅の割合で設定できます。

(config-pmap-c)# shape
average percent 50
(config-pmap-c)#

ステップ 5

end

設定変更を保存します。

例：
(config-pmap-c)# end
#

ステップ 6

show policy-map
例：

（任意）すべてのサービス ポリシーに設定された
すべてのクラスに関するポリシー設定情報を表示し
ます。

# show policy-map

次の作業
ネットワークの QoS 用の追加のポリシー マップを設定します。ポリシー マップを作成したら、
service-policy コマンドを使用してトラフィック ポリシーをインターフェイスに付加します。

QoS のモニタリング
での QoS のモニタリングには、次のコマンドを使用できます。
表 12：QoS のモニタリング

コマンド

説明

show class-map [class_map_name]

設定されているすべてのクラス
マップのリストを表示します。
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コマンド

説明

show class-map type control subscriber {all | name }

制御クラス マップと統計情報を
表示します。
• all：すべてのクラス マップ
に関する情報を表示しま
す。
• name：設定済みのクラス
マップを表示します。

show policy-map [policy_map_name]

設定されているすべてのポリ
シー マップのリストを表示しま
す。コマンド パラメータは次の
とおりです。
• policy map name
• interface
• session

show policy-map session [ input | output | uid UUID ]

セッションの QoS ポリシーを表
示します。コマンド パラメータ
は次のとおりです。
• input：入力ポリシー
• output：出力ポリシー
• uid：SSS 固有の ID に基づ
くポリシー

show table-map

すべてのテーブル マップと設定
を表示します。

QoS の設定例
例：アクセス コントロール リストによる分類
この例は、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用して QoS のパケットを分類する方法を
示しています。
# configure terminal
(config)# access-list 101 permit ip host 12.4.1.1 host 15.2.1.1
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(config)# class-map acl-101
(config-cmap)# description match on access-list 101
(config-cmap)# match access-group 101
(config-cmap)#

ACL を使用してクラスマップを作成した後で、クラスのポリシー マップを作成し、ポリシー マッ
プを QoS のインターフェイスに適用します。

例：サービス クラス レイヤ 2 の分類
この例は、サービス クラス レイヤ 2 の分類を使用して QoS に対してパケットを分類する方法を
示しています。
# configure terminal
(config)# class-map cos
(config-cmap)# match cos ?
<0-7> Enter up to 4 class-of-service values separated by white-spaces
(config-cmap)# match cos 3 4 5
(config-cmap)#

CoS レイヤ 2 の分類を使用してクラス マップを作成したら、そのクラスのポリシー マップを作成
し、QoS のインターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：サービス クラス DSCP の分類
この例は、サービス クラス DSCP の分類を使用して、QoS に対してパケットを分類する方法を示
しています。
# configure terminal
(config)# class-map dscp
(config-cmap)# match dscp af21 af22 af23
(config-cmap)#

DSCP 分類を使用してクラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを作成し、QoS のイ
ンターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：VLAN ID レイヤ 2 の分類
この例は、VLAN ID レイヤ 2 の分類を使用して QoS に分類する方法を示しています。
# configure terminal
(config)# class-map vlan-120
(config-cmap)# match vlan ?
<1-4095> VLAN id
(config-cmap)# match vlan 120
(config-cmap)#

VLAN レイヤ 2 の分類を使用してクラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを作成
し、QoS のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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例：DSCP 値または precedence 値による分類
この例は、DSCP 値または precedence 値を使用してパケットを分類する方法を示しています。
# configure terminal
(config)# class-map prec2
(config-cmap)# description matching precedence 2 packets
(config-cmap)# match ip precedence 2
(config-cmap)# exit
(config)# class-map ef
(config-cmap)# description EF traffic
(config-cmap)# match ip dscp ef
(config-cmap)#

DSCP 値または precedence 値を使用してクラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを
作成し、QoS のインターフェイスにポリシー マップを適用します。

例：階層型分類
次の例は、child という名前の別のクラスに一致する parent という名前のクラスが作成される、階
層型分類を示しています。child という名前のクラスは、2 に設定された IP precedence に基づいて
照合されます。
# configure terminal
(config)# class-map child
(config-cmap)# match ip precedence 2
(config-cmap)# exit
(config)# class-map parent
(config-cmap)# match class child
(config-cmap)#

親クラス マップを作成したら、クラスのポリシー マップを作成し、QoS のインターフェイスにポ
リシー マップを適用します。

例：階層型ポリシーの設定
次の例は、階層型ポリシーを使用した設定を示しています。
# configure terminal
(config)# class-map c1
(config-cmap)# match dscp 30
(config-cmap)# exit
(config)# class-map c2
(config-cmap)# match precedence 4
(config-cmap)# exit
(config)# class-map c3
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map child
(config-pmap)# class c1
(config-pmap-c)# priority level 1
(config-pmap-c)# police rate percent 20 conform-action transmit exceed action drop
(config-pmap-c-police)# exit
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(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class c2
(config-pmap-c)# bandwidth 20000
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# bandwidth 20000
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# exit
(config)# policy-map parent
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# shape average 1000000
(config-pmap-c)# service-policy child
(config-pmap-c)# end

次の例は、テーブル マップを使用した階層型ポリシーを示しています。
(config)# table-map dscp2dscp
(config-tablemap)# default copy
(config)# table-map dscp2up
(config-tablemap)# map from 46 to 6
(config-tablemap)# map from 34 to 5
(config-tablemap)# default copy
(config)# policy-map ssid_child_policy
(config-pmap)# class voice
(config-pmap-c)# priority level 1
(config-pmap-c)# police 15000000
(config-pmap)# class video
(config-pmap-c)# priority level 2
(config-pmap-c)# police 10000000
(config)# policy-map ssid_policy
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# shape average 30000000
(config-pmap-c)# queue-buffer ratio 0
(config-pmap-c)# set dscp dscp table dscp2dscp
(config-pmap-c)# service-policy ssid_child_policy

例：音声およびビデオの分類
この例は、デバイス固有の情報を使用して、音声とビデオのパケット ストリームを分類する方法
を示しています。
この例では、音声とビデオがエンドポイント A からデバイスの GigabitEthernet1/0/1 に送信され、
それぞれ precedence 値 5 と 6 を持ちます。また、音声とビデオは、エンドポイント B からデバイ
スの GigabitEthernet1/0/2 にそれぞれ DSCP 値 EF と AF11 で送信されます。
両方のインターフェイスからのすべてのパケットがアップリンク インターフェイスに送信されま
す。その場合、音声は 100 Mbps にポリシングし、ビデオは 150 Mbps にポリシングする必要があ
ります。
上記の要件ごとに分類するために、GigabitEthernet1/0/1 で送信される音声パケットに一致するクラ
スが作成されます。これには、precedence 5 に一致する voice-interface-1 という名前が付けらます。
同様に、GigabitEthernet1/0/2 の音声パケットに一致する、voice-interface-2 という名前の音声用の
別のクラスが作成されます。これらのクラスは、GigabitEthernet1/0/1 に接続される input-interface-1
と、GigabitEthernet1/0/2 に接続される input-interface-2 という 2 つの別個のポリシーに関連付けら
れます。このクラスのアクションは、qos-group に 10 とマーキングすることです。出力インター
フェイスで QoS-group 10 のパケットを照合するために、QoS-group 10 で一致する voice という名
前のクラスが作成されます。これは、output-interface という名前の別のポリシーに関連付けられ、
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アップリンク インターフェイスに関連付けられます。ビデオも同じ方法で処理されますが、
QoS-group 20 で一致します。
次の例は、上記のデバイス固有の情報を使用して分類する方法を示しています。
(config)#
(config)# class-map voice-interface-1
(config-cmap)# match ip precedence 5
(config-cmap)# exit
(config)# class-map video-interface-1
(config-cmap)# match ip precedence 6
(config-cmap)# exit
(config)# class-map voice-interface-2
(config-cmap)# match ip dscp ef
(config-cmap)# exit
(config)# class-map video-interface-2
(config-cmap)# match ip dscp af11
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map input-interface-1
(config-pmap)# class voice-interface-1
(config-pmap-c)# set qos-group 10
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class video-interface-1
(config-pmap-c)# set qos-group 20
(config-pmap-c)# policy-map input-interface-2
(config-pmap)# class voice-interface-2
(config-pmap-c)# set qos-group 10
(config-pmap-c)# class video-interface-2
(config-pmap-c)# set qos-group 20
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# exit
(config)# class-map voice
(config-cmap)# match qos-group 10
(config-cmap)# exit
(config)# class-map video
(config-cmap)# match qos-group 20
(config)# policy-map output-interface
(config-pmap)# class voice
(config-pmap-c)# police 256000 conform-action transmit exceed-action drop
(config-pmap-c-police)# exit
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class video
(config-pmap-c)# police 1024000 conform-action transmit exceed-action drop
(config-pmap-c-police)# exit
(config-pmap-c)# exit

例：平均レート シェーピングの設定
次の例は、平均レート シェーピングを設定する方法を示しています。
# configure terminal
(config)# class-map prec1
(config-cmap)# description matching precedence 1 packets
(config-cmap)# match ip precedence 1
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(config-cmap)# end
# configure terminal
(config)# class-map prec2
(config-cmap)# description matching precedence 2 packets
(config-cmap)# match ip precedence 2
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map shaper
(config-pmap)# class prec1
(config-pmap-c)# shape average 512000
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# policy-map shaper
(config-pmap)# class prec2
(config-pmap-c)# shape average 512000
(config-pmap-c)# exit
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# shape average 1024000

クラス マップ、ポリシー マップ、シェーピング平均を設定したら、QoS のインターフェイスにポ
リシー マップを適用します。

例：キュー制限の設定
次の例は、DSCP 値および割合に基づいて、キュー制限ポリシーを設定する方法を示しています。
# configure terminal
#(config)# policy-map port-queue
#(config-pmap)# class dscp-1-2-3
#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 1 percent 80
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 2 percent 90
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 3 percent 100
#(config-pmap-c)# exit
#(config-pmap)# class dscp-4-5-6
#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 4 percent 20
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 5 percent 30
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 6 percent 20
#(config-pmap-c)# exit
#(config-pmap)# class dscp-7-8-9
#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 7 percent 20
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 8 percent 30
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 9 percent 20
#(config-pmap-c)# exit
#(config-pmap)# class dscp-10-11-12
#(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 10 percent 20
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 11 percent 30
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 12 percent 20
#(config-pmap-c)# exit
#(config-pmap)# class dscp-13-14-15
#(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 13 percent 20
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 14 percent 30
#(config-pmap-c)# queue-limit dscp 15 percent 20
#(config-pmap-c)# end
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#

上記のポリシー マップのキュー制限の設定が終了すると、QoS のインターフェイスにポリシー
マップを適用することができます。

例：キュー バッファの設定
次の例は、キュー バッファ ポリシーを設定して QoS のインターフェイスに適用する方法を示し
ています。
# configure terminal
(config)# policy-map policy1001
(config-pmap)# class class1001
(config-pmap-c)# bandwidth remaining ratio 10
(config-pmap-c)# queue-buffer ratio ?
<0-100> Queue-buffers ratio limit
(config-pmap-c)# queue-buffer ratio 20
(config-pmap-c)# end
# configure terminal
(config)# interface gigabitEthernet2/0/3
(config-if)# service-policy output policy1001
(config-if)# end

例：ポリシング アクションの設定
次の例は、ポリサーに関連付けることができるさまざまなポリシング アクションを示していま
す。これらのアクションは、パケット設定の適合、超過、または違反によって実現されます。ト
ラフィック プロファイルを超過または違反したパケットをドロップ、マーク付け、または送信す
ることができます。
たとえば、1 つの一般的な導入シナリオでは、エンタープライズ顧客ポリシー トラフィックがネッ
トワークからサービス プロバイダーに送信され、DSCP 値が異なる、適合、超過、および違反パ
ケットをマーキングします。サービス プロバイダーは、輻輳があると DSCP 値の超過および違反
としてマーキングされたパケットをドロップすることができますが、使用可能な帯域幅がある場
合は送信することも可能です。

（注）

Layer 2 フィールドには CoS フィールドが含まれるようにマーキングでき、Layer 3 フィールド
には precedence および DSCP フィールドが含まれるようにマーキングできます。
1 つの便利な機能として、複数のアクションとイベントを関連付ける機能があります。たとえば、
すべての適合パケットについて、precedence ビットと CoS を設定できます。アクションを設定す
るサブモードは、ポリシング機能によって配信できます。
これは、ポリシング アクションの設定例を示しています。
# configure terminal
(config)# policy-map police
(config-pmap)# class class-default
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(config-pmap-c)# police
(config-pmap-c-police)#
(config-pmap-c-police)#
(config-pmap-c-police)#

cir 1000000 pir 2000000
conform-action transmit
exceed-action set-dscp-transmit dscp table exceed-markdown-table
violate-action set-dscp-transmit dscp table violate-markdown-table

(config-pmap-c-police)# end

この例では、exceed-markdown-table と violate-mark-down-table がテーブル マップです。

（注）

ポリサー ベースのマークダウン アクションは、テーブル マップを使用する場合のみサポート
されます。デバイスの各マーキング フィールドで許可されているマークダウン テーブル マッ
プは 1 つだけです。

例：ポリサーの VLAN 設定
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。
# configure terminal
(config)# class-map vlan100
(config-cmap)# match vlan 100
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map vlan100
(config-pmap)# policy-map class vlan100
(config-pmap-c)# police 100000 bc conform-action transmit exceed-action drop
(config-pmap-c-police)# end
# configure terminal
(config)# interface gigabitEthernet1/0/5
(config-if)# service-policy input vlan100

例：ポリシングの単位
次の例は、QoS でサポートされるポリシングのさまざまな単位を示しています。ポリシングの単
位はトークン バケットが動作する基盤です。
次の単位のポリシングがサポートされています。
• CIR および PIR はビット/秒で指定します。バースト パラメータはバイト単位で指定します。
これはデフォルトのモードであり、単位が指定されていない場合に使用される単位です。CIR
および PIR は、パーセントでも設定できます。その場合バースト パラメータをミリ秒単位で
設定する必要があります。
• CIR および PIR はパケット/秒で指定します。この場合、バースト パラメータもパケットで
設定されます。
次の例は、ビット/秒のポリサー設定を示しています。
(config)# policy-map bps-policer
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c) # police rate 256000 bps burst 1000 bytes
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conform-action transmit exceed-action drop

次の例は、パケット/秒のポリサー設定を示しています。この設定では、測定単位がパケットであ
るデュアル レートの 3 カラー ポリサーが設定されます。バーストおよびピーク バーストはすべ
てパケットに指定されます。
(config)# policy-map pps-policer
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# police rate 5000 pps burst 100 packets
peak-rate 10000 pps peak-burst 200 packets conform-action transmit
exceed-action drop violate-action drop

例：シングルレート 2 カラー ポリシング設定
次の例は、シングルレート 2 カラー ポリサーを設定する方法を示しています。
(config)# class-map match-any prec1
(config-cmap)# match ip precedence 1
(config-cmap)# exit
(config)# policy-map policer
(config-pmap)# class prec1
(config-pmap-c)# police cir 256000 conform-action transmit exceed-action drop
(config-pmap-c-police)# exit
(config-pmap-c)#

例：デュアルレート 3 カラー ポリシング設定
次の例は、デュアルレート 3 カラー ポリサーを設定する方法を示しています。
# configure terminal
(config)# policy-Map dual-rate-3color-policer
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# police cir 64000 bc 2000 pir 128000 be 2000
(config-pmap-c-police)# conform-action transmit
(config-pmap-c-police)# exceed-action set-dscp-transmit dscp table exceed-markdown-table
(config-pmap-c-police)# violate-action set-dscp-transmit dscp table violate-markdown-table
(config-pmap-c-police)# exit
(config-pmap-c)#

この例では、exceed-markdown-table と violate-mark-down-table がテーブル マップです。

（注）

ポリサー ベースのマークダウン アクションは、テーブル マップを使用する場合のみサポート
されます。デバイスの各マーキング フィールドで許可されているマークダウン テーブル マッ
プは 1 つだけです。

例：テーブル マップのマーキング設定
次のステップと例は、QoS 設定でテーブル マップ マーキングを使用する方法を示しています。
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1 テーブル マップを定義します。
table-map コマンドを使用してテーブル マップを定義し、値のマッピングを示します。この
テーブルでは、テーブルが使用されるポリシーまたはクラスを認識しません。テーブル マップ
のデフォルトのコマンドは、一致する「from」フィールドがない場合に、「to」フィールドに
コピーされる値を示します。この例では、table-map1 というテーブル マップが作成されます。
定義されたマッピングでは、値 0 が 1 に、2 が 3 に変換され、デフォルト値は 4 に設定されま
す。
(config)# table-map table-map1
(config-tablemap)# map from 0 to 1
(config-tablemap)# map from 2 to 3
(config-tablemap)# default 4
(config-tablemap)# exit

2 テーブル マップが使用されるポリシー マップを定義します。
この例では、着信 CoS が table-map1 テーブルで指定されたマッピングに基づいて、DSCP に
マッピングされます。この例では、着信パケットの DSCP が 0 である場合、パケット内の CoS
は 1 に設定されます。テーブル マップ名が指定されていない場合、このコマンドではデフォル
トの動作が実行され、値が「from」フィールド（この場合は DSCP）から「to」フィールド（こ
の場合は CoS）にコピーされます。ただし、CoS が 3 ビット フィールドであっても DSCP は 6
ビット フィールドです。これは、DSCP 内の最初の 3 ビットに CoS がコピーされることを意味
します。
(config)# policy map policy1
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# set cos dscp table table-map1
(config-pmap-c)# exit

3 ポリシーをインターフェイスに関連付けます。
(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
(config-if)# service-policy output policy1
(config-if)# exit

例：CoS マーキングを保持するテーブル マップの設定
次の例は、テーブル マップを使用して、QoS 設定のインターフェイスで CoS マーキングを保持す
る方法を示しています。
（例で設定されている）cos-trust-policy ポリシーは入力方向でイネーブルになり、インターフェイ
スに着信する CoS マーキングが保持されます。ポリシーがイネーブルになっていない場合は、デ
フォルトで DSCP だけが信頼されます。純粋なレイヤ 2 パケットがインターフェイスに着信する
と、CoS の入力ポートに一致するポリシーがない場合は、CoS 値が 0 に書き換えられます。
# configure terminal
(config)# table-map cos2cos
(config-tablemap)# default copy
(config-tablemap)# exit
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(config)# policy map cos-trust-policy
(config-pmap)# class class-default
(config-pmap-c)# set cos cos table cos2cos
(config-pmap-c)# exit
(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
(config-if)# service-policy input cos-trust-policy
(config-if)# exit

次の作業
QoS 設定でこれらの自動機能を使用できるかどうかについては、自動 QoS のマニュアルを参照し
てください。

QoS に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

この章で使用するコマンドの完全な構
文および使用方法の詳細。

『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』

エラー メッセージ デコーダ
説明

Link

このリリースのシステム エラー メッセージを
調査し解決するために、エラー メッセージ デ
コーダ ツールを使用します。

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/
index.cgi

標準および RFC
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—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

QoS の機能履歴と情報
表 13：QoS の機能情報

機能名

リリース

機能情報

QoS の機能

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

有線ターゲットの QoS をサポー
トします。
（注）

このリリースでは、
コンバージド アクセ
スをサポートしてい
ません。
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CoPP の制約事項
コントロール プレーン ポリシング（CoPP）の制約事項は、次のとおりです。
• 入力 CoPP だけがサポートされます。system-cpp-policy ポリシー マップは、入力方向でのみ、
コントロール プレーン インターフェイスで使用可能です。
• コントロール プレーン インターフェイスにインストールできるのは、system-cpp-policy ポリ
シー マップのみです。
• system-cpp-policy ポリシー マップおよび 17 個のシステム定義のクラスは、変更または削除
することはできません。
• system-cpp-policy ポリシー マップの下で許可されるのは、police アクションのみです。さら
に、police rate は、パケット/秒単位（pps）でのみ設定できます。
• ポリサー レート設定を削除すると、その影響を受けるすべてのキューの CoPP がディセーブ
ルになります。

Cisco IOS XE Everest 16.6.x（Catalyst 9400 スイッチ）Quality of Service（QoS）コンフィギュレーション ガ
イド
113

コントロール プレーン ポリシングの設定
コントロール プレーン ポリシングに関する情報

コントロール プレーン ポリシングに関する情報
この章では、コントロール プレーン ポリシング（CoPP）が デバイス で機能する仕組みと、それ
を設定する方法について説明します。

CoPP の概要
CoPP 機能によって、不要なトラフィックまたは DoS トラフィックから CPU を保護し、コント
ロールプレーンおよび管理トラフィックを優先させることにより、デバイスのセキュリティが向
上します。
デバイス は通常、3 つの操作プレーンにセグメント化され、それぞれに独自の目的があります。
• データ パケットを転送するための、データ プレーン。
• データを適切にルーティングするための、コントロール プレーン。
• ネットワーク要素を管理するための、管理プレーン。
CoPP を使用することで、大半の CPU 行きトラフィックを保護し、ルーティングの安定性と信頼
性を確保し、パケットを確実に配信することができます。特に重要なのは、DoS 攻撃から CPU を
保護するために CoPP を使用できることです。
CoPP は、モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）および CPU キューを使用し
て、これらの目的を達成します。さまざまなタイプのコントロールプレーントラフィックが特定
の条件に基づいてグループ化され、CPU キューに割り当てられます。ハードウェアに専用のポリ
サーを設定することで、これらの CPU キューを管理できます。たとえば、特定の CPU キュー（ト
ラフィックタイプ）のポリサーレートを変更したり、特定のタイプのトラフィックに対するポリ
サーを無効にしたりできます。
ポリサーはハードウェアに設定されていますが、CoPP は CPU のパフォーマンスやデータ プレー
ンのパフォーマンスには影響しません。しかし、CPU に着信するパケット数は制限されるため、
CPU 負荷が制御されます。これは、ハードウェアからのパケットを待っているサービスが、より
制御された着信パケットのレート（ユーザ設定可能なレート）を確認する可能性があることを意
味します。

システム定義の CoPP の特徴
デバイス の初回の電源投入時は、システムによって次のタスクが自動的に実行されます。
• ポリシー マップ system-cpp-policy を検索します。このポリシー マップが検出されなかった
場合は、ポリシー マップが作成され、コントロール プレーンにインストールされます。
• system-cpp-policy の下に 17 のクラス マップを作成します。
次に デバイス の電源を入れたときに、すでに作成済みのポリシーとクラス マップがシステ
ムによって検出されます。
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• ポリシーがインストールされると、（32 のうち）16 の CPU キューがデフォルトで有効にな
り、それぞれデフォルトのレートが設定されます。デフォルトでイネーブルになっている
CPU キューとそれらのデフォルトのレートを「CoPP のシステム定義値」の表に示します。
• Cisco IOS XE Everest 16.6.1 では、CoPP はデフォルトによりすべてのキューでイネーブルに
なっています。CPU パント レートとポリサー レートは、system-cpp-policy の下で引き上げる
必要があります。
次の表に、デバイスをロードしたときにシステムが作成するクラスマップを示します。各クラス
マップに対応するポリサーと、各クラス マップの下にグループ化された 1 つ以上の CPU キューを
示します。クラス マップとポリサーには 1 対 1 のマッピングがあり、1 つ以上の CPU キューがク
ラス マップにマッピングします。
表 14：CoPP のシステム定義された値

クラス マップ名

ポリサー インデックス
（ポリサー No.）

CPU キュー（キュー No.）

デフォ
ルトで
イネー
ブルに
なる
CPU
キュー

デ
フォ
ルト
のポ
リ
サー
レー
ト：1
秒あ
たり
のパ
ケッ
ト数
（pps）

system-cpp-police-control WK_CPP_POLICE_CONTROL WK_CPU_Q_ICMP_REDIRECT(6) いいえ
-low-priority
_LOW_PRI(3)
WK_CPU_Q_GENERAL_PUNT(25)

500

system-cpp-police-data

200

WK_CPP_POLICE_DATA(0) WK_CPU_Q_ICMP_GEN(3)

Yes

WK_CPU_Q_BROADCAST(12)
WK_CPP_POLICE_DEFAULT WK_CPU_Q_DHCP_SNOOPING いいえ
_POLICER
WK_CPU_Q_SHOW_FORWARD

1000

system-cpp-police-dot1x-auth WK_CPP_POLICE_DOT1X(11) WK_CPU_Q_DOT1X_AUTH(0) いいえ

1000

いいえ

1000

system-cpp-default

system-cpp-police-forus

WK_CPP_POLICE
_FORUS(14)

WK_CPU_Q_FORUS_ADDR
_RESOLUTION(5)
WK_CPU_Q_FORUS_TRAFFIC(2)

system-cpp-police-l2-control WK_CPP_POLICE_L2
_CONTROL(1)

WK_CPU_Q_L2_CONTROL(1) いいえ

500
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クラス マップ名

ポリサー インデックス
（ポリサー No.）

CPU キュー（キュー No.）

デフォ
ルトで
イネー
ブルに
なる
CPU
キュー

デ
フォ
ルト
のポ
リ
サー
レー
ト：1
秒あ
たり
のパ
ケッ
ト数
（pps）

system-cpp-police-l2lvx-control
system-cpp-police-multicast WK_CPP_POLICE
_MULTICAST(9)

WK_CPU_Q_TRANSIT_TRAFFIC(18) Yes

500

WK_CPU_Q_MCAST_DATA(30)

system-cpp-police-multicast- WK_CPP_POLICE
WK_CPU_Q_MCAST_END_
end-station
_MULTICAST_SNOOPING(15) STATION_SERVICE(20)

Yes

200

system-cpp-policeprotocol-snooping

WK_CPP_POLICE_PR

WK_CPU_Q_PROTO_
SNOOPING(16)

いいえ

500

system-cpp-policepunt-webauth

WK_CPP_POLICE_
PUNT_WEBAUTH(7)

WK_CPU_Q_
PUNT_WEBAUTH(22)

いいえ

1000

system-cpp-policerouting-control

WK_CPP_POLICE_
WK_CPU_Q_ROUTING_
ROUTING_ CONTROL(2) CONTROL(4)

yes

500

WK_CPP_POLICE_SW
_FWD(13)

Yes

1000

system-cpp-policestackwise-virt-control
system-cpp-policesw-forward

WK_CPU_Q_SW_
FORWARDING_Q(14)
WK_CPU_Q_SGT_CACHE_
FULL(27)
WK_CPU_Q_LOGGING(21)
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クラス マップ名

ポリサー インデックス
（ポリサー No.）

CPU キュー（キュー No.）

デフォ
ルトで
イネー
ブルに
なる
CPU
キュー

デ
フォ
ルト
のポ
リ
サー
レー
ト：1
秒あ
たり
のパ
ケッ
ト数
（pps）

system-cpp-police-sys-data WK_CPP_POLICE_SYS
_DATA(10)

WK_CPU_Q_LEARNING_
CACHE_OVFL(13)

Yes

100

いいえ

13000

WK_CPU_Q_CRYPTO_
CONTROL(23)
WK_CPU_Q_EXCEPTION(24)
WK_CPU_Q_EGR_EXCEPTION(28)
WK_CPU_Q_NFL_SAMPLED_
DATA(26)
WK_CPU_Q_GOLD_PKT(31)
WK_CPU_Q_RPF_FAILED(19)
system-cpp-policetopology-control

WK_CPP_POLICE_
TOPOLOGY_
CONTROL(8)

WK_CPU_Q_TOPOLOGY_
CONTROL(15)

• IOS XE 3.x から IOS XE 16.x.x にアップグレードする場合：
◦ アップグレード前のデバイスに system-cpp-policy ポリシーがなかった場合、アップグ
レード時にデフォルトのポリシーが作成されます。
◦ アップグレード前のデバイスに system-cpp-policy という名前のポリシーがあった場合、
アップグレード時にポリシーは再生成されません。cpp sytem-default コマンドを実行
し、デフォルトのポリシーを動作させます。
◦ 主要なイメージ アップグレード時に cpp sytem-default コマンドを実行して最新のデフォ
ルトのポリサー レートを取得することをお勧めします。
• IOS XE 16.x.x から IOS XE 3.x にダウングレードする場合：
◦ system-cpp-policy ポリシーはデバイスで保持されますが、コントロール プレーンにはイ
ンストールされません。このポリシーは削除できます。
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• IOS XE 16.x.x から IOS XE 3.x にダウングレードし、IOS XE 16.x.x にアップグレードする場
合：
◦ 3.x にダウングレードした後にポリシーを削除してから 16.x.x にアップグレードする場
合、ポリシーはデフォルトの設定で生成されます。
◦ 3.x にダウングレードした後にポリシーを削除せず 16.x.x にアップグレードする場合、
ポリシーは再生成されません。cpp sytem-default コマンドを実行し、デフォルトのポリ
シーを動作させます。

ユーザ設定可能な CoPP の特徴
次のタスクを実行して、コントロール プレーン トラフィックを管理できます。
• CPU キューを有効または無効にします。
CPU キューを有効にするには、system-cpp-policy ポリシー マップ内で、対応するクラス マッ
プの下にポリサー アクション（パケット/秒単位）を設定します。
CPU キューを無効にするには、system-cpp-policy ポリシー マップ内で、対応するクラス マッ
プの下のポリサー アクションを削除します。
• system-cpp-policy ポリシー マップ内で、対応するクラス マップの下にポリサー レート アク
ション（パケット/秒単位）を設定することで、ポリサー レートを変更します。
• グローバル コンフィギュレーション モードで cpp system-default コマンドを入力することに
よって、CPU キューをデフォルト値に設定します。

CoPP の設定方法
CPU キューの有効化またはポリサー レートの変更
CPU キューを有効にし、CPU キューのポリサー レートを変更する手順は、同じです。手順は次の
とおりです。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
> enable

Cisco IOS XE Everest 16.6.x（Catalyst 9400 スイッチ）Quality of Service（QoS）コンフィギュレーショ
ン ガイド
118

コントロール プレーン ポリシングの設定
CPU キューの有効化またはポリサー レートの変更

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
# configure terminal

ステップ 3

policy-map policy-map-name

ポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
(config)# policy-map
system-cpp-policy
(config-pmap)#

ステップ 4

class class-name
例：
(config-pmap)# class
system-cpp-police-protocol-snooping
(config-pmap-c)#

ステップ 5

police rate rate pps
例：
(config-pmap-c)# police rate 100
pps

ステップ 6

service-policy input policy-name
例：
(config)# control-plane
(config-cp)#service-policy input
system-cpp-policy
(config-cp)#

ステップ 7

end

クラス アクション コンフィギュレーション
モードを開始します。有効にする CPU
キューに対応するクラスの名前を入力しま
す。「CoPP のシステム定義値」の表を参照
してください。
指定したトラフィック クラスに対し、1 秒
間に処理される着信パケット数の上限を指
定します。
指定するレートは、指定したクラ
ス マップに属するすべての CPU
キューに適用されます。
system-cpp-policy を FED にインストールし
ます。このコマンドは、FED ポリシーを表
示するために必要です。このコマンドを設
定しないと、エラーになります。
（注）

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
(config-pmap-c)# end

ステップ 8

show running-config | begin
system-cpp-policy

さまざまなトラフィック タイプに設定され
たレートを表示します。

例：
# show running-config | begin
system-cpp-policy
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CPU キューの無効化
CPU キューを無効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
パスワードを入力します（要求された場
合）。

例：
> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
# configure terminal

ステップ 3

policy-map policy-map-name

ポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
(config)# policy-map
system-cpp-policy
(config-pmap)#

ステップ 4

class class-name
例：
(config-pmap)# class
system-cpp-police-protocol-snooping
(config-pmap-c)#

ステップ 5

no police rate rate pps
例：
(config-pmap-c)# no police rate 100
pps

ステップ 6

end

クラス アクション コンフィギュレーション
モードを開始します。無効にする CPU
キューに対応するクラスの名前を入力しま
す。「CoPP のシステム定義値」の表を参
照してください。
指定したトラフィック クラスの着信パケッ
トの処理を無効にします。
（注）

これにより、指定したクラスマッ
プに属するすべての CPU キュー
が無効になります。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
(config-pmap-c)# end
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show running-config | begin
system-cpp-policy

さまざまなトラフィック タイプに設定され
たレートを表示します。

例：
# show running-config | begin
system-cpp-policy

すべての CPU キューに対するデフォルトのポリサー レートの設定
すべての CPU キューのポリサー レートをデフォルトのレートに設定するには、次の手順を実行し
ます。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにしま
す。パスワードを入力します（要求さ
れた場合）。

例：
> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
# configure terminal

ステップ 3

cpp system-default

すべてのクラスのポリサー レートをデ
フォルトのレートに設定します。

例：
(config)# cpp system-default
Defaulting CPP : Policer rate for all
classes will be set to their
defaults

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show platform hardware fed active qos
queue stats internal cpu policer

デバイス固有の内部キュー情報を表示
します。

例：
# show platform hardware fed active
qos queue stats internal cpu policer

CoPP の設定例
例：CPU キューの有効化または CPU キューのポリサー レートの変更
次の例に、CPU キューを有効にする方法、または CPU キューのポリサー レートを変更する方法
を示します。ここでは、class system-cpp-police-protocol-snooping CPU キューが有効になり、ポリ
サー レートは 100 pps です。
> enable
# configure terminal
(config)# policy-map system-cpp-policy
(config-pmap)# class system-cpp-police-protocol-snooping
(config-pmap-c)# police rate 100 pps
(config-pmap-c)# end
# show running-config | begin system-cpp-policy
policy-map system-cpp-policy
class system-cpp-police-data
police rate 200 pps
class system-cpp-police-sys-data
police rate 100 pps
class system-cpp-police-sw-forward
police rate 1000 pps
class system-cpp-police-multicast
police rate 500 pps
class system-cpp-police-multicast-end-station
police rate 2000 pps
class system-cpp-police-punt-webauth
class system-cpp-police-l2-control
class system-cpp-police-routing-control
police rate 500 pps
class system-cpp-police-control-low-priority
class system-cpp-police-wireless-priority1
class system-cpp-police-wireless-priority2
class system-cpp-police-wireless-priority3-4-5
class system-cpp-police-topology-control
class system-cpp-police-dot1x-auth
class system-cpp-police-protocol-snooping
police rate 100 pps
class system-cpp-police-forus
class system-cpp-default
<output truncated>
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例：すべての CPU キューに対するデフォルトのポリサーレートの設定
次に、すべての CPU キューのポリサー レートをデフォルトに設定し、その後に設定を確認する例
を示します。ユーザ定義のポリシーはシステム定義のポリシーの上に適用されます。つまり、ユー
ザ定義のクラス マップに一致する制御トラフィックは、ユーザ定義の CPP ポリサー クラスでの
集約ポリサーによって異なります。ユーザ定義トラフィック クラスの統計情報はバイト単位で報
告されます。
> enable
# configure terminal
(config)# cpp system-default
Defaulting CPP : Policer rate for all classes will be set to their defaults
(config)# end
Device# configure terminal
Device(config)# class-map match-any class-cpp-user
Device(config-cmap)# match dscp cs1
Device(config-cmap)# exit
Device(config)# policy-map system-cpp-policy
Device(config-pmap)# class system-cpp-policy
Device(config-pmap)# exit
Device(config)# policy-map system-cpp-policy
Device(config-pmap)# class class-cpp-user
Device(config-pmap-c)# police rate 2m bps
Device(config-pmap-c)# end
# show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer
CPU Queue Statistics
============================================================================================
(default) (set) Queue Queue
QId PlcIdx Queue
Name
Enabled
Rate Rate Drop(Bytes) Drop(Frames)
-------------------------------------------------------------------------------------------0
11
DOT1X
Auth
Yes
1000 1000 0
0
1
1
L2
Control
Yes
2000 2000 0
0
2
14
Forus
traffic
Yes
1000 1000 0
0
3
0
ICMP
GEN
Yes
600
600
0
0
4
2
Routing
Control
Yes
5400 5400 0
0
5
14
Forus
Address resolution Yes
1000 1000 0
0
6
0
ICMP
Redirect
Yes
600
600
0
0
7
16
Unused
Yes
1000 1000 0
0
8
4
L2
LVX Cont Pack
Yes
1000 1000 0
0
9
16
EWLC
Control
Yes
1000 1000 0
0
10
16
EWLC
Data
Yes
1000 1000 0
0
11
13
L2
LVX Data Pack
Yes
1000 1000 0
0
12
0
BROADCAST
Yes
600
600
0
0
13
10
Learning cache ovfl
Yes
100
200
0
0
14
13
Sw
forwarding
Yes
1000 1000 0
0
15
8
Topology Control
Yes
13000 13000 0
0
16
12
Proto
Snooping
Yes
2000 2000 0
0
17
16
DHCP
Snooping
Yes
1000 1000 0
0
18
9
Transit
Traffic
Yes
500
400
0
0
19
10
RPF
Failed
Yes
100
200
0
0
20
15
MCAST
END STATION
Yes
2000 2000 0
0
21
13
LOGGING
Yes
1000 1000 0
0
22
7
Punt
Webauth
Yes 1000 1000 0
0
23
10
Crypto
Control
Yes 100
200
0
0
24
10
Exception
Yes 100
200
0
0
25
3 General
Punt
Yes 200
200
0
0
26
10
NFL
SAMPLED DATA
Yes 100
200
0
0
27
2
Low
Latency
Yes 5400 5400 0
0
28
10
EGR
Exception
Yes 100
200
0
0
29
5
Stackwise Virtual Control
Yes 8000 8000 0
0
30
9
MCAST
Data
Yes 500
400
0
0
31
10
Gold
Pkt
Yes 100
200
0
0
* NOTE: CPU queue policer rates are configured to the closest hardware supported value
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CPU Queue Policer Statistics
====================================================================
Policer Policer Accept Policer Accept Policer Drop Policer Drop
Index Bytes Frames Bytes Frames
------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0
1 10364 137 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 4160 65 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
CPP Classes to queue map
======================================================================================
PlcIdx
CPP Class :
Queues
-------------------------------------------------------------------------------------0 system-cpp-police-data :
ICMP GEN/BROADCAST/ICMP Redirect/
10 system-cpp-police-sys-data :
Learning cache ovfl/Crypto Control/Exception/EGR
Exception/NFL SAMPLED DATA/Gold Pkt/RPF Failed/
13 system-cpp-police-sw-forward :
Sw forwarding/LOGGING/L2 LVX Data Pack/
9 system-cpp-police-multicast :
Transit Traffic/MCAST Data/
15 system-cpp-police-multicast-end-station :
MCAST END STATION /
7 system-cpp-police-punt-webauth :
Punt Webauth/
1 system-cpp-police-l2-control :
L2 Control/
5 system-cpp-police-stackwise-virt-control :
Stackwise Virtual Control/
2 system-cpp-police-routing-control :
Routing Control/Low Latency/
3 system-cpp-police-control-low-priority :
General Punt/
4 system-cpp-police-l2lvx-control :
L2 LVX Cont Pack/
8 system-cpp-police-topology-control :
Topology Control/
11 system-cpp-police-dot1x-auth :
DOT1X Auth/
12 system-cpp-police-protocol-snooping :
Proto Snooping/
14 system-cpp-police-forus :
Forus Address resolution/Forus traffic/
5 system-cpp-police-stackwise-virt-control :
Stackwise Virtual Control/
16 system-cpp-default :
DHCP Snooping/Unused/EWLC Control/EWLC Data/
Device#

CoPP のモニタリング
CPU キューのトラフィック タイプやポリサー レート（ユーザが設定したレートやデフォルトの
レート）などのポリサー設定を表示するには、次の手順を実行します。

手順
コマンドまたはアクション
ステッ enable
プ1
例：
> enable
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特権 EXEC モードをイ
ネーブルにします。パス
ワードを入力します（要
求された場合）。
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コマンドまたはアクション
ステッ show platform software fed active qos policy target status
プ2
例：
Device# show platform software fed active qos policy target
status
TCG status summary:
Loc Interface
IIF-ID
Dir
State:(cfg,opr) Policy
--- --------------------- ---------------- ----------------- -------------------?:255 Control Plane
0x00000001000001 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-0
0x00000001000002 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-1
0x00000001000003 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-2
0x00000001000004 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-3
0x00000001000005 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-4
0x00000001000006 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-5
0x00000001000007 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-6
0x00000001000008 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-7
0x00000001000009 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-8
0x0000000100000a OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-9
0x0000000100000b OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-10
0x0000000100000c OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-12
0x00000001000019 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-13
0x0000000100001a OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-14
0x0000000100001b OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-15
0x0000000100001c OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-16
0x0000000100001d OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-17
0x0000000100001e OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-18
0x0000000100001f OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-19
0x00000001000020 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-20
0x00000001000021 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-21
0x00000001000022 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-22
0x00000001000023 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-23
0x00000001000024 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-24
0x00000001000025 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-25
0x00000001000026 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-26
0x00000001000027 OUT
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-27
0x00000001000028 OUT

目的
ユーザ定義の COPP ポリ
シーを表示します。
デフォルトにより、デ
フォルトのポリサー レー
トで system-cpp-policy が
設定されます。次の show
platform software fed
active qos policy target
status コマンドの出力例で
は、32 のユーザ定義の
キューがすべて表示され
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-28
0x00000001000029
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-29
0x0000000100002a
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-30
0x0000000100002b
VALID,SET_INHW system-cpp-policy
?:255 CoPP-Queue-31
0x0000000100002c
VALID,SET_INHW system-cpp-policy

OUT
OUT
OUT
OUT

CoPP に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

MQC QoS コマンド、および CoPP show コマン 『Command Reference (Catalyst 9400 Series
Switches)』の IP マルチキャスト ルーティング
ド
に関する章

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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シスコのテクニカル サポート
Link

説明

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

コントロール プレーン ポリシングの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 15：コントロール プレーン ポリシングの機能情報

機能名

リリース

コントロール プレーン Cisco IOS XE Everest
16.6.1
ポリシング

機能情報
CoPP 機能によって、不要なトラフィックまた
は DoS トラフィックから CPU を保護し、コン
トロール プレーンおよび管理トラフィックを
優先させることにより、デバイスのセキュリ
ティが向上します。
この機能は、次のプラットフォームに実装され
ていました。
• Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ
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重み付けランダム早期検出の設定
• ネットワーク輻輳の回避, 129 ページ
• テール ドロップ, 130 ページ
• Weighted Random Early Detection：重み付けランダム早期検出, 130 ページ
• WRED 設定の制限, 131 ページ
• WRED 使用上の注意事項, 132 ページ
• WRED の設定, 132 ページ
• WRED の設定例, 137 ページ
• 階層化 QoS を使用した WRED のサポート, 138 ページ
• WRED 設定の確認, 138 ページ
• WRED 設定のベスト プラクティス, 141 ページ
• 重み付けランダム早期検出の機能履歴と情報, 142 ページ

ネットワーク輻輳の回避
異種ネットワークには、アプリケーションが使用する異なるプロトコルが含まれており、これに
より、ファイル転送などの時間依存が比較的少ないアプリケーションのニーズに対処しながら、
タイムクリティカルなアプリケーションに応えるためにトラフィックの優先順位を付ける必要が
生じています。ネットワーク内のデバイス間で単一のデータ パスを共有するさまざまなタイプの
トラフィックをサポートするようにネットワークが設定されている場合、輻輳回避メカニズムを
実装することにより、さまざまなタイプのトラフィックを公平に処理し、共通のネットワーク ボ
トルネックでの輻輳を回避できます。輻輳回避メカニズムは、パケットのドロップにより実現し
ます。
ランダム早期検出（RED）は、ネットワークで一般的に使用される輻輳回避メカニズムです。
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テール ドロップ
テールドロップでは、すべてのトラフィックを平等に扱い、サービスクラス内では差別化しませ
ん。出力キューが一杯でテール ドロップが有効な場合、輻輳が解消されてキューが一杯でなくな
るまでパケットはドロップされます。

Weighted Random Early Detection：重み付けランダム早期
検出
RED メカニズムは、TCP の輻輳制御メカニズムを利用します。輻輳が頻繁に発生する前にパケッ
トがランダムにドロップされます。パケット送信元が TCP を使用する場合、送信元はすべてのパ
ケットが宛先に届くようになるまで送信速度を下げます。これは輻輳が解消されたことを示しま
す。RED を、TCP のパケットの転送速度を下げる方法として使用できます。TCP は停止するだけ
でなく、素早く再起動して、ネットワークがサポート可能なレートに伝送レートを対応させます。
WRED は、シスコが実装している RED です。RED アルゴリズムの機能と、IP プレシデンス、
DiffServ コード ポイント（DSCP）、またはサービス クラス（CoS）の値を組み合わせています。

WRED の仕組み
WRED は、出力インターフェイスにネットワーク混雑の兆候が表れた際に、選択的にパケットを
ドロップしてテール ドロップの確率を減らします。WRED は、キューが一杯になるまで待機する
のではなく、一部のパケットを早期にドロップします。そのため、一度に大量のパケットをドロッ
プすることを防ぎ、TCP グローバル同期の可能性を最小限に抑えます。
サービスの複数のサブクラスがクラスの単一のキューにマップされている場合、WRED はそれら
のサブクラスのサービスをサポートします。各サービスのサブクラスが異なる確率でドロップさ
れ、QoS の差別化を実現します。
Cisco IOS XE 16.6.1 以降、Approximate Fair Drop（AFD）ベースの WRED が有線ネットワーク ポー
トに実装されています。
AFD は、パケットのドロップ確率を決定するアクティブ キュー管理（AQM）アルゴリズムです。
パケットをドロップする確率は、入力時のフローの着信レート計算と現在のキュー長によって異
なります。
AFD ベースの WRED は、WRED の優先的なドロップ動作をエミュレートします。この優先的な
ドロップ動作は、WRED の対応するドロップしきい値に基づいて AFD サブクラスの重みを変更す
ることで実現します。物理キュー内では、重みが大きいトラフィクのドロップ確率は、重みの小
さいトラフィックよりも低くなります。
• 各 WRED 対応のキューには、3 セットの最小/最大しきい値があります。
• 優先度の高いサブクラスには 大きな AFD の重みが設定されます。
• サブクラスは、最も低い WRED minThreshold に基づいて昇順でソートされます。
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WRED 重み計算
• AFD の重みは、最小しきい値と最大しきい値を使用して計算されます。つまり、WRED high
と WRED low の平均値です。
• AFD の重みは、1 ～ 64 の範囲に正規化されます。
パケットがインターフェイスに着信すると、次のイベントが発生します。
1 平均キュー長とドロップ確率が計算されます。
2 ドロップ確率は、パケットをドロップするかどうかを決定します。
3 パケットをドロップしない場合でキュー長がキューの制限を超えていなければ、そのパケット
はキューに戻されます。

WRED 設定の制限
• デフォルトでは、重み付きテール ドロップ（WTD）がすべてのキューでイネーブルになっ
ています。
• WRED はキューごとに有効または無効にできます。WRED を無効にすると、WTD がターゲッ
ト キューに適用されます。
• WRED は、ネットワーク ポート キューのみでサポートされており、内部 CPU キューとス
タック キューではサポートされていません。
• 各 WRED 物理キューは、一意の WRED しきい値ペア設定を使用して 3 つのサブキューをサ
ポートできます。
• WRED とともに、ポリシーマップで帯域幅/形状を設定することを確認します。
• すべての WRED しきい値は必ずパーセンテージ モードで指定します。
• WRED しきい値ペアのマッピングは、対応する一致フィルタを使用してクラスマップ フィル
タをマッピングすることで行います。
「any」一致フィルタが設定されたクラスマップをお勧めします。
• WRED プロファイルを持つポリシーマップは出力ポリシーとして物理ポート上にのみ設定さ
れます。
• 有線ポートは最大で 8 つの物理キューをサポートします。そのうちの 4 つの物理キューでそ
れぞれが 3 つのしきい値ペアを持つ WRED を設定できます。残りのキューは、WTD で設定
されます。5 つ以上の WRED キューを持つポリシーは拒否されます。
• 優先トラフィックには WRED を設定しないでください。
• Cisco IOS XE リリース 16.6.1 では、WRED は明示的輻輳通知（ECN）設定をサポートしてい
ません。
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• Cisco IOS XE リリース 16.6.1 では、WRED Range CLI は サポートされていません。

WRED 使用上の注意事項
AFD ベースの WRED 機能を設定するには、ポリシー マップを指定し、クラスを追加します。
random-detect コマンドを使用し、ドロップ確率の計算に WRED が使用する方式を
（dscp-based/cos-based/cos-based 引数を使用して）指定します。

（注）

ポリシーは作業中に変更できます。AFD の重みが自動的に再計算されます。
WRED は IPv4/IPv6、マルチキャストなどのどのような種類のトラフィックにも設定できます。
random-detect コマンドを使用して WRED を設定する場合は次の点を考慮してください。
• dscp-based 引数を使用する場合、WRED は DSCP 値を使用してドロップ確率を計算します。
• cos-based 引数を使用する場合、WRED は CoS 値を使用してドロップ確率を計算します。
• 引数が指定されていない場合、WRED は IP プレシデンス値を使用してドロップ確率を計算
します。precedence-based 引数がデフォルトであり、CLI には表示されません。
• dscp-based 引数と precedence-based 引数は、相互に排他的です。
• 4 つの物理キューを、それぞれ異なる WRED プロファイルで設定できます。

WRED の設定
DSCP 値に基づく WRED の設定
DSCP 値に基づいて WRED プロファイルをパケット モードで設定するには、次の手順を実行しま
す。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

class-map match-criteria class-name

クラス マップに一致基準を設定します。

例：

推奨される一致基準は match-any です。

device(config)# class-map match-any
CS
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

match class-map-name

クラスマップを照合します。

例：
device(config-cmap)#match CS

ステップ 3

policy-map name

作成する WRED プロファイル ポリシー
の名前を指定します。

例：
device(config)#policy-map PWRED

ステップ 4

class class-name

ポリシーに関連付けるクラスの名前を指
定します。

例：
device(config-pmap)#class CS

ステップ 5

bandwidth {kbps| remaining percentage ポリシー マップに属しているクラスに割
| percent percentage}
り当てる帯域幅を指定します。
例：
device(config-pmap-c)#bandwidth
percent 10

ステップ 6

random-detect dscp-based
例：

パケットのドロップ確率を計算する際に
は DSCP 値を使用するように WRED を設
定します。

device(config-pmap-c)#random-detect
dscp-based

ステップ 7

random-detect dscp values dscp-value
percent minThreshold maxThreshold
例：
device(config-pmap-c)#random-detect
dscp values cs1 percent 10 20

ステップ 8

interface interface-name

最小しきい値および最大しきい値をパー
センテージで指定します。
（注）

random-detect range CLI は、
Cisco IOS XE リリース 16.6.1 で
はサポートされていません。

インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
device(config)#interface
GigabitEthernet1/0/8

ステップ 9

service-policy output policy-map

ポリシー マップを出力インターフェイス
に付加します。

例：
device(config-if)#service-policy
output pwred
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サービス クラス値に基づく WRED の設定
サービス クラス（CoS）値に基づいて WRED プロファイルをパケット モードで設定するには、次
の手順を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

class-map match-criteria class-name

クラスマップに一致基準を設定します。

例：

推奨される一致基準は match-any です。

device(config)# class-map match-any
CS

ステップ 2

match class-map-name

クラスマップを照合します。

例：
device(config-cmap)#match CS

ステップ 3

policy-map name

作成する WRED プロファイル ポリシー
の名前を指定します。

例：
device(config)#policy-map PWRED

ステップ 4

class class-name

ポリシーに関連付けるクラスの名前を
指定します。

例：
device(config-pmap)#class CS

ステップ 5

bandwidth {kbps| remaining percentage ポリシー マップに属しているクラスに
| percent percentage}
割り当てる帯域幅を指定します。
例：
device(config-pmap-c)#bandwidth
percent 10

ステップ 6

random-detect cos-based
例：

パケットのドロップ確率を計算する際
には CoS 値を使用するように WRED を
設定します。

device(config-pmap-c)#random-detect
cos-based

ステップ 7

random-detect cos cos-value percent
minThreshold maxThreshold

最小しきい値および最大しきい値をパー
センテージで指定します。

例：
device(config-pmap-c)#random-detect
cos 3 percent 10 20

Cisco IOS XE Everest 16.6.x（Catalyst 9400 スイッチ）Quality of Service（QoS）コンフィギュレーショ
ン ガイド
134

重み付けランダム早期検出の設定
IP プレシデンス値に基づく WRED の設定

ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-name

インターフェイスコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
device(config)# interface
GigabitEthernet1/0/8

ステップ 9

service-policy output policy-map

ポリシー マップを出力インターフェイ
スに付加します。

例：
device(config-if)#service-policy
output pwred

IP プレシデンス値に基づく WRED の設定
IP プレシデンス値に基づいて WRED プロファイルをパケット モードで設定するには、次の手順
を実行します。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

class-map match-criteria class-name

クラス マップに一致基準を設定しま
す。

例：
device(config)# class-map match-any
CS

ステップ 2

match class-map-name

推奨する一致基準は match-any です。
クラスマップを照合します。

例：
device(config-cmap)#match CS

ステップ 3

policy-map name

作成する WRED プロファイル ポリシー
の名前を指定します。

例：
device(config)#policy-map pwred

ステップ 4

class class-name

ポリシーに関連付けるクラスの名前を
指定します。

例：
device(config-pmap)#class CS

ステップ 5

bandwidth {kbps| remaining percentage | ポリシー マップに属しているクラスに
percent percentage}
割り当てる帯域幅を指定します。
例：
device(config-pmap-c)#bandwidth
percent 10
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

random-detect precedence-based

パケットのドロップ確率を計算する際
には IP プレシデンス値を使用するよう
に WRED を設定します。

例：
device(config-pmap-c)#random-detect
precedence-based

ステップ 7

random-detect precedence
precedence-value percent minThreshold
maxThreshold

最小しきい値および最大しきい値をパー
センテージで指定します。

例：
device(config-pmap-c)#random-detect
precedence 3 percent 10 20

ステップ 8

interface interface-name

インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
device(config)#interface
GigabitEthernet1/0/8

ステップ 9

service-policy output policy-map

ポリシー マップを出力インターフェイ
スに付加します。

例：
device(config-if)#service-policy
output pwred

クラス デフォルトでの WRED の設定
システム定義のポリシー マップで WRED を設定するには、class-default クラスを使用します。
class-default トラフィック クラスは、match-any パラメータで事前に定義されています。

手順

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

policy-map name

作成する WRED プロファイル ポリシーの
名前を指定します。

例：
device(config)#policy-map pwred

ステップ 2

class class-default

デフォルト クラスを作成します。

例：
device(config-pmap)#class
class-default
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

random-detect dscp-based

パケットのドロップ確率を計算する際に
は DSCP 値を使用するように WRED を設
定します。

例：
device(config-pmap-c)#random-detect
dscp-based

ステップ 4

random-detect dscp dscp-value percent 最小しきい値および最大しきい値をパー
minThreshold maxThreshold
センテージで指定します。
例：
device(config-pmap-c)#random-detect
dscp cs1 percent 10 20

ステップ 5

interface interface-name

（注）

random-detect range CLI は、
Cisco IOS XE リリース 16.6.1 で
はサポートされていません。

インターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
device(config)#interface
GigabitEthernet1/0/8

ステップ 6

service-policy output policy-map

ポリシー マップを出力インターフェイス
に付加します。

例：
device(config-if)#service-policy
output pwred

WRED の設定例
次に、クラス CS の DSCP プロファイルを使用するように WRED をイネーブルにする例を示しま
す。この例では、cs1、cs2、および cs3 という 3 つのサブクラスを WRED の最小しきい値および
最大しきい値で設定し、最終的にはポリシーをギガビット イーサネット インターフェイス 8 に適
用します。
Device(config)# class-map match-any CS
Device(config-cmap)#match dscp cs1
Device(config-cmap)# match dscp cs2
Device(config-cmap)# match dscp cs3
Device(config-cmap)#policy-map PWRED
Device(config-pmap)#class CS
Device(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
Device(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
Device(config-pmap-c)# random-detect dscp cs1 percent 10 20
Device(config-pmap-c)# random-detect dscp cs2 percent 20 30
Device(config-pmap-c)#
random-detect dscp cs3 percent 34 44
Device(config-pmap-c)#
exit
Device(config-pmap)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/8
Device(config-if)# service-policy output PWRED
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階層化 QoS を使用した WRED のサポート
階層型 QoS では、トラフィック管理をより細かい粒度で実行する、複数のポリシー レベルで QoS
動作を指定できます。
HQoS の場合、子ポリシーでのみ WRED が許可され、親ポリシーでは許可されません。親ポリシー
にシェーピングまたは帯域幅を、子ポリシーに WRED を設定できます。
次に、親ポリシー pwred-parent を帯域幅の 10 パーセントでシェーピングしたトラフィックで設
定し、それを DSCP ベースの WRED に設定されたその子ポリシー pwred-child に適用する例を示
します。
policy-map PWRED-CHILD
class CWRED
bandwidth percent 10
random-detect dscp-based
random-detect dscp 1 percent 10 20
random-detect dscp 10 percent 20 30
policy-map PWRED-PARENT
class class-default
shape average percent 10
service-policy PWRED-CHILD

次に、HQoS WRED 設定を確認する show コマンドを示します。
device# show policy-map PWRED-PARENT
policy Map PWRED-PARENT
class class-default
average Rate Traffic Shaping
cir 30%
service-policy PWRED-CHILD
policy-map PWRED-CHILD
class CWRED
bandwidth percent 10
random-detect dscp-based
random-detect dscp 1 percent 10 20
random-detect dscp 10 percent 20 30
policy-map PWRED-PARENT

WRED 設定の確認
次の show コマンドを使用して、WRED の設定を確認します。

手順
ステップ 1

show policy-map policy-map-name
WRED としきい値のラベルが表示されます。
例：
Device# show policy-map PWRED
Policy Map PWRED
Class CS
bandwidth 10 (%)
percent-based wred
dscp

min-threshold

max-threshold
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-------------------------------------cs1 (8)
10
20
cs2 (16)
20
30
cs3 (24)
34
44
default (0)
-

ステップ 2

show policy-map interface interface-name
WRED AFD の重み、WRED Enq（パケット数およびバイト数）、WRED ドロップ（パケット数お
よびバイト数）、しきい値ペアに対して設定された DSCP ラベルが表示されます。
（注）

トラフィックを開始した後にのみ、このコマンドを使用します。 show policy-map interface
トラフィックが送信された後にのみ、WRED 設定が更新されます。

例：
Device#show policy-map interface Te 3/0/1
TenGigabitEthernet3/0/1
Service-policy output: PWRED
Class-map: CS (match-any)
0 packets
Match: dscp cs1 (8)
Match: dscp cs2 (16)
Match: dscp cs3 (24)
Queueing
(total drops) 27374016
(bytes output) 33459200081
bandwidth 10% (1000000 kbps)
AFD WRED STATS BEGIN
Virtual Class
min/max
Weight
0

10 / 20

Transmit

(Byte)33459183360
(Pkts)522799759

Random drop

AFD

27374016
427716

12

dscp : 8
1

20 / 30

Byte)0
(Pkts)0

0
0

20

dscp : 16
2

34 / 44

(Byte)16721
(Pkts)59

0
0

31

dscp : 24
Total Drops(Bytes)

: 27374016

Total Drops(Packets) : 427716
AFD WRED STATS END
Class-map: class-default (match-any)
0 packets
Match: any
(total drops) 0
(bytes output) 192

ステップ 3

show platform software fed active qos qmap interface
物理キューの下の各 AFD キューのキュー マッピングおよび AFD 対応統計情報のラベルを表示し
ます。
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例：
Device# show platform software fed active qos qmap-egress-data int Te 3/0/1
Egress Data Queue Mapping - Asic/Core/Port: 2/1/3
===============================================================================
Label
Q Threshold VQ | Label
Q Threshold VQ | Label
Q Threshold VQ
===== === ============== | ===== === ============== | ===== === ========= ===
0
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
3
1
2
2
4
1
2
2
5
1
2
2
6
1
2
2
7
1
2
2
8
1
2
2
9
0
2
0
10
1
2
2
11
1
2
2
12
1
2
2
13
1
2
2
14
1
2
2
15
1
2
2
16
1
2
2
17
0
2
1
18
1
2
2
19
1
2
2
20
1
2
2
21
1
2
2
22
1
2
2
23
1
2
2
24
1
2
2
25
0
2
2
26
1
2
2
27
1
2
2
28
1
2
2
29
1
2
2
30
1
2
2
31
1
2
2
32
1
2
2
33
1
2
2
34
1
2
2
35
1
2
2
36
1
2
2
37
1
2
2
38
1
2
2
39
1
2
2
40
1
2
2
41
1
2
2
42
1
2
2
43
1
2
2
44
1
2
2
45
1
2
2
46
1
2
2
47
1
2
2
48
1
2
2
49
1
2
2
50
1
2
2
51
1
2
2
52
1
2
2
53
1
2
2
54
1
2
2
55
1
2
2
56
1
2
2
57
1
2
2
58
1
2
2
59
1
2
2
60
1
2
2
61
1
2
2
62
1
2
2
63
1
2
2
64
1
2
2
65
1
2
2
66
1
2
2
67
1
2
2
68
1
2
2
69
1
2
2
70
1
2
2
71
1
2
2
72
1
2
2
73
1
2
2
74
1
2
2
75
1
2
2
76
1
2
2
77
1
2
2
78
1
2
2
79
1
2
2
80
1
2
2
81
1
2
2
82
1
2
2
83
1
2
2
84
1
2
2
85
1
2
2
86
1
2
2
87
1
2
2
88
1
2
2
89
1
2
2
90
1
2
2
91
1
2
2
92
1
2
2
93
1
2
2
94
1
2
2
95
1
2
2
96
1
2
2
97
1
2
2
98
1
2
2
99
1
2
2
100
1
2
2
101
1
2
2
102
1
2
2
103
1
2
2
104
1
2
2
105
1
2
2
106
1
2
2
107
1
2
2
108
1
2
2
109
1
2
2
110
1
2
2
111
1
2
2
112
1
2
2
113
1
2
2
114
1
2
2
115
1
2
2
116
1
2
2
117
1
2
2
118
1
2
2
119
1
2
2
120
1
2
2
121
1
2
2
122
1
2
2
123
1
2
2
124
1
2
2
125
1
2
2
126
1
2
2
127
1
2
2
128
0
2
2
129
0
1
2
130
1
2
2
131
1
2
2
132
1
2
2
133
1
2
2
134
0
2
2
135
1
2
2
136
1
2
2
137
1
2
2
138
1
2
2
139
1
2
2
140
1
2
2
141
1
2
2
142
1
2
2
143
1
2
2
144
1
2
2
145
1
2
2
146
1
2
2
147
1
2
2
148
1
2
2
149
1
2
2
150
1
2
2
151
1
2
2
152
1
2
2
153
1
2
2
154
1
2
2
155
1
2
2
156
1
2
2
157
1
2
2
158
1
2
2
159
1
2
2
160
1
2
2
161
1
2
2
162
1
2
2
163
1
2
2
164
1
2
2
165
1
2
2
166
1
2
2
167
1
2
2
168
1
2
2
169
1
2
2
170
1
2
2
171
1
2
2
172
1
2
2
173
1
2
2
174
1
2
2
175
1
2
2
176
1
2
2
177
1
2
2
178
1
2
2
179
1
2
2
180
1
2
2
181
1
2
2
182
1
2
2
183
1
2
2
184
1
2
2
185
1
2
2
186
1
2
2
187
1
2
2
188
1
2
2
189
1
2
2
190
1
2
2
191
1
2
2
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192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
243
246
249
252
255

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

193
196
199
202
205
208
211
214
217
220
223
226
229
232
235
238
241
244
247
250
253
256

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

194
197
200
203
206
209
212
215
218
221
224
227
230
233
236
239
242
245
248
251
254

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Flat AFD Queue Mapping - Asic/Core/Port: 2/1/3
===============================
AFD-Queue Enable Physical-Queue
========= ====== ==============
0
Y
0
1
n
3
2
n
4
3
n
5

WRED 設定のベスト プラクティス
• 3 つのサブクラスのサポート
各 WRED 物理キュー（AFD キュー）は、一意の WRED しきい値ペア設定を使用して 3 つの
サブクラスをサポートできます。
Policy-map P1
Class CS
Random-detect dscp-based
Random-detect dscp CS1 10 20
Random-detect dscp CS2 20 30
Random-detect dscp CS3 30 40
Class-map match-any CS
match cs1
match cs2
match cs3

// Sub-class 1
// Sub-class 2
// Sub-class 3

• サブ クラスの追加
既存のサブクラスに重複するしきい値ペアを追加できます。
Policy-map P1
Class CS
Random-detect
Random-detect
Random-detect
Random-detect
Random-detect

dscp-based
dscp CS1 10
dscp CS2 20
dscp CS3 30
dscp CS4 30

20
30
40
40

// Sub-class
// Sub-class
// Sub-class
==> belongs to

1
2
3
Sub-class 3
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Random-detect dscp CS5
Class-map match-any CS
match cs1
match cs2
match cs3
match cs4 >>
match cs5 >>

20 30

==> belongs to Sub-class 2

• デフォルトのサブクラス
2 つ以下のサブクラスが設定されている場合、WRED に参加しているどのクラスマップ フィ
ルタも最大しきい値（100, 100）でデフォルトの 3 番目のサブクラスに割り当てられます。
Policy-map P1
Class CS
Random-detect dscp-based
Random-detect dscp CS1 10 20
Random-detect dscp CS2 20 30
Class-map match-any CS
match CS1
match CS2
match CS3
match CS4

// Sub-class 1
// Sub-class 2

この場合は、CS3 と CS4 のクラスはしきい値（100, 100）でサブクラス 3 にマッピングされ
ます。
• 一致しない設定の拒否
クラスマップ内に一致フィルタがない場合に random-detect を設定すると、ポリシーのインス
トールが拒否されます。
Class-map match-any CS
match CS1
match CS2
match CS5
Policy-map P1
Class CS
Shape average percent 10
Random-detect dscp-based
Random-detect dscp CS1 10 20
Random-detect dscp CS2 20 30
Random-detect dscp CS3 30 40

// Sub-class 1
// Sub-class 2
// Sub-class 3

===> Mismatched sub-class.

このポリシーを出力側のインターフェイスに適用すると、クラスマップ値が不正であるとし
て、インストール時にそのポリシーは失敗します。
device(config)# int Fo1/0/5
device(config-if)# service-policy output P1
device(config-if)#
*Feb 20 17:33:16.964: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: fed: WRED POLICY INSTALL
FAILURE.Invalid WRED filter mark: 24 in class-map: CS
*Feb 20 17:33:16.965: %FED_QOS_ERRMSG-3-LABEL_2_QUEUE_MAPPING_HW_ERROR: Switch 1 R0/0:
fed: Failed to detach queue-map for FortyGigabitEthernet1/0/5: code 2

重み付けランダム早期検出の機能履歴と情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
機能名

リリース

重み付けランダム早期検出メカ Cisco IOS XE Everest 16.6.1
ニズムのサポート

機能情報
この機能が導入されました。
WRED は、ネットワーク内の
輻輳を回避するメカニズムで
す。WRED は、出力インター
フェイスにネットワーク混雑の
兆候が表れた際に、選択的にパ
ケットをドロップしてテール
ドロップの確率を減らし、多数
のパケットが一度にドロップさ
れないようにします。次の値に
基づいて動作するようにWRED
を設定できます。
- DiffServ コード ポイント
- IP プレシデンス
- サービス クラス
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