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ワイヤレス QoSについて

ワイヤレス QoSの概要
Quality of Service（QoS）では、特定のトラフィックを他のトラフィックタイプよりも優先的
に処理することで、トラフィックに優先順位を付けることができます。QoSを設定しない場
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、スループットを保証せずにパケットを送信

します。

ターゲットは、ポリシーが適用されるエンティティです。SSIDおよびクライアントに対する
ワイヤレスQoSポリシーは、アップストリーム方向やダウンストリーム方向で適用されます。
有線ソースからワイヤレスターゲットへのトラフィックフローは、ダウンストリームトラ

フィックと呼ばれます。ワイヤレスソースから有線ターゲットへのトラフィックフローは、

アップストリームトラフィックと呼ばれます。

次は、ワイヤレス QoSによって提供される特定の機能の一部です。

•ワイヤレス QoSターゲットに対する SSIDポリシーおよびクライアントポリシー

•ワイヤレストラフィックのマーキングおよびポリシング（レート制限とも呼ばれる）

• QoSのモビリティサポート

• Cisco Unified Wireless Controllerで使用可能な貴金属 QoSポリシーとの互換性
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ワイヤレス QoSターゲット
ここでは、デバイスで使用可能なさまざまなワイヤレスQoSターゲットについて説明します。

SSIDポリシー

入力と出力の両方向でSSIDのQoSポリシーを作成できます。設定されていない場合は、SSID
ポリシーは適用されません。

このポリシーは、SSIDごと、APごとに適用されます。

SSIDのポリシングポリシーとマーキングポリシーを設定できます。

クライアントポリシー

クライアントポリシーは、入力方向と出力方向に適用できます。クライアントではポリシング

ポリシーおよびマーキングポリシーを設定できます。

ワイヤレスターゲットでサポートされる QoS機能
次の表に、ワイヤレスターゲットで使用可能なさまざまな機能について説明します。

表 1 :ワイヤレスターゲットで使用可能な QoS機能

ポリシーが適用される方向機能Target

アップストリームおよびダ

ウンストリーム

• Set

•ポリシング

•ドロップ

SSID

アップストリームおよびダ

ウンストリーム

•設定

•ポリシング

•ドロップ

クライアン

ト

次の表に、ワイヤレスターゲットで使用可能なさまざまな機能について説明します。

表 2 : QoSポリシーアクション

ワイヤレスターゲットのサポートポリシーアクションのタイプ

Flex ModeLocal Mode

サポート対象サポート対象ポリシング

サポート対象サポート対象Set
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次の表に、ワイヤレスターゲットで使用可能なさまざまな機能について説明します。

表 3 : QoSポリシーセットアクション

サポート対象セットアクションのタイプ

Flex ModeLocal Mode

サポート対象サポート対象set dscp

未サポートサポート対象set qos-group

サポート対象（BSSIDの
み）

サポート対象（BSSIDのみ）set wlan user-priority（ダウンス
トリームのみ）

ワイヤレス QoSモビリティ
ワイヤレス QoSモビリティによって、ネットワーク内のどの場所でも同じサービスが提供さ
れるように QoSポリシーを設定することができます。ワイヤレスクライアントは 1つの場所
から別の場所にローミングできるため、異なるデバイスに関連付けられた別のアクセスポイン

トにクライアントを関連付けることができます。ワイヤレスクライアントのローミングは、次

の 2つのタイプに分類できます。

•デバイス内ローミング

•デバイス間ローミング

外部WLCでは、クライアントの統計情報は表示されません。（注）

クライアントポリシーは、モビリティグループ内のすべてのデバイスで使用できる必要があ

ります。クライアントに一貫した操作ができるように、同じ SSIDポリシーをモビリティグ
ループのすべてのデバイスに適用する必要があります。

（注）

ワイヤレス QoSの貴金属ポリシー
貴金属ポリシーは、コントローラで使用可能なシステム定義のポリシーです。

次のポリシーを使用できます。

•プラチナ：VoIPクライアントに使用されます。

•ゴールド：ビデオクライアントに使用されます。

•シルバー：ベストエフォートであると考えられるトラフィックに使用されます。
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•ブロンズ：NRTトラフィックに使用されます。

これらのポリシーは事前に設定されています。変更はできません。

クライアントのメタルポリシーは、AAAを使用してプッシュできます。

適用されたポリシーに基づいて、パケット内の802.11e（WMM）およびDSCPフィールドが影
響を受けます。

ワイヤレス QoSの前提条件
ワイヤレス 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。

•ワイヤレスの概念とネットワークトポロジ。

• QoS実装について。

•モジュラ QoS CLI（MQC）

•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

•ネットワークの帯域幅要件および速度

ワイヤレスターゲットの QoSに関する制約事項

一般的な制約事項

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。ポリシーはワイヤレスターゲット

に適用できます。ワイヤレスターゲットになるのはダウンストリーム方向またはアップスト

リーム方向の SSIDまたはクライアントターゲットです。ダウンストリームは、トラフィック
がコントローラからワイヤレスクライアントに流れていることを示します。アップストリーム

は、トラフィックがワイヤレスクライアントからコントローラに流れていることを示します。

• SSIDおよびクライアントターゲットには、マーキングおよびポリシングポリシーのみを
設定できます。

•方向単位ターゲットあたり 1つのポリシーがサポートされています。

•ポリシーマップのクラスマップには、さまざまなタイプのフィルタを指定できます。た
だし、サポートされているのは 1つのマーキングアクション（set dscp）のみです。

•クラスごとに 1つの setアクションのみがサポートされています。

AP側の制限事項

• Cisco組み込みワイヤレスコントローラの場合、QoSポリシーは APに適用されます。こ
の AP側の制限により、policeアクションはフロー単位（5タプル）レベルでのみ適用さ
れます。
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ワイヤレス QoSの設定方法

クラスマップを使用したポリシーマップの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Services] > [QoS]を選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックして、[Add QoS]ウィンドウを表示します。

ステップ 3 [PolicyName]の横にあるテキストボックスに、追加する新しいポリシーマップの名前を入力し
ます。

ステップ 4 [Add Class-Maps]をクリックします。

ステップ 5 [AVC]ベースのポリシーまたは [UserDefined]のポリシーを設定します。AVCベースのポリシー
を有効にするには、次のように設定します。

a) [Match Any]または [Match All]のいずれかを選択します。
b) 必要な [Mark Type]を選択し、適切な [Mark Value]を指定します。
c) 必要な [Mark Type]を選択します。[DSCP]を選択した場合は、適切な [Mark Value]を指定
する必要があります。

d) 特定の送信元からのトラフィックをドロップするには、[Drop]チェックボックスをオンに
します。

[Drop]が有効になっている場合、[Mark Type]および [Police(kbps)]オプションは
無効になります。

（注）

e) 選択した一致タイプに基づいて、[Available Protocol(s)]リストから必要なプロトコルを選
択し、[Selected Protocol(s)]リストに移動します。選択したこれらのプロトコルによってト
ラフィックがドロップされます。

f) [Save]をクリックします。

さらにクラスマップを追加するには、ステップ 4と 5を繰り返します。（注）

ステップ 6 [User-Defined]の QoSポリシーを有効にするには、次のように設定します。

a) [Match Any]または [Match All]のいずれかを選択します。
b) 必要な [Match Type]を選択し、適切な [Match Value]を指定します。
c) 必要な [Mark Type]を選択してマークラベルに関連付けます。[DSCP]を選択した場合は、
適切な [Mark Value]を指定する必要があります。

d) 特定の送信元からのトラフィックをドロップするには、[Drop]チェックボックスをオンに
します。

[Drop]が有効になっている場合、[Mark Type]および [Police(kbps)]オプションは
無効になります。

（注）
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e) [Save]をクリックします。

残りのすべてのトラフィックに対するアクションを定義するには、[ClassDefault]で、
対応する [Mark]や [Police(kbps)]を選択します。

（注）

ステップ 7 [Save & Apply to Device]をクリックします。

クラスマップの設定（CLI）
音声およびビデオトラフィックのクラスマップを設定するには、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

クラスマップを作成します。class-map class-map-name

例：

ステップ 2

Device(config)# class-map test

IPv4および IPv6パケットの DSCP値を
照合します。

match dscp dscp-value

例：

ステップ 3

クラスマップのデフォルトで

は、値は match-allです。
（注）Device(config-cmap)# match dscp 46

QoSポリシーを適用するためのポリシープロファイルの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Tags & Profiles] > [Policy] > >を選択します。

ステップ 2 [Policy Profile]ページでポリシープロファイルの名前をクリックします。

ステップ 3 [Edit Policy Profile]ウィンドウで [QoS and AVC]タブをクリックします。

ステップ 4 [QoS SSID Policy]で、WLANの適切な [Ingress]および [Egress]ポリシーを選択します。

•プラチナ
• Gold
• Silver
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•ブロンズ

入力ポリシーを出力ポリシーと区別するには、サフィックス -upを使用します。たと
えば、Platinum入力ポリシーは platinum-upという名前になります。

（注）

ステップ 5 [QoS Client Policy]で、クライアントの適切な [Ingress]および [Egress]ポリシーを選択します。

ステップ 6 [Update & Apply to Device]をクリックします。

QoSポリシーを適用するためのポリシープロファイルの設定（CLI）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

WLANポリシープロファイルを設定
し、ワイヤレスポリシーコンフィギュ

レーションモードを開始します。

wireless profile policy profile-policy

例：

Device(config)# wireless profile policy
qostest

ステップ 2

ポリシーを適用します。選択できるオプ

ションは、次のとおりです。

service-policy client {input | output}
policy-name

例：

ステップ 3

• input：クライアントポリシーをポ
リシープロファイルの入力方向に

割り当てます。
Device(config-wireless-policy)#
service-policy client input
policy-map-client

• output：クライアントポリシーを
ポリシープロファイルの出力方向

に割り当てます。

ポリシーを適用します。選択できるオプ

ションは、次のとおりです。

service-policy {input | output}
policy-name

例：

ステップ 4

• input：WLANのすべてのクライア
ントにポリシーマップを割り当て

ます。
Device(config-wireless-policy)#
service-policy input policy-map-ssid

• output：WLANのすべてのクライ
アントにポリシーマップを割り当

てます。
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目的コマンドまたはアクション

設定を保存します。no shutdown

例：

ステップ 5

Device(config-wireless-policy)# no
shutdown

ポリシータグへのポリシープロファイルの適用（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Tags & Profiles] > [Tags] > > を選択します。

ステップ 2 [Manage Tags]ページの [Policy]タブで [Add]をクリックします。

ステップ 3 表示される [Add Policy Tag]ウィンドウに、ポリシータグの名前と説明を入力します。

ステップ 4 必要なWLAN IDおよびWLANプロファイルを適切なポリシープロファイルにマッピングし
ます。

ステップ 5 [Update & Apply to Device]をクリックします。

ポリシータグへのポリシープロファイルの適用（CLI）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

ポリシータグを設定し、ポリシータグ

コンフィギュレーションモードを開始

します。

wireless tag policy policy-tag-name

例：

Device(config-policy-tag)# wireless
tag policy qostag

ステップ 2

ポリシープロファイルをWLANプロ
ファイルにマッピングします。

wlanwlan-name policy profile-policy-name

例：

ステップ 3

Device(config-policy-tag)# wlan test
policy qostest
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目的コマンドまたはアクション

設定を保存し、コンフィギュレーション

モードを終了して、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-policy-tag)# end

ステップ 4

設定されたポリシータグを表示します。show wireless tag policy summary

例：

ステップ 5

ポリシータグの詳細情報を表

示するには、showwireless tag
policy detailed policy-tag-name
コマンドを使用します。

（注）

Device# show wireless tag policy
summary

APへのポリシータグの付加

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

CiscoAPを設定し、APプロファイルコ
ンフィギュレーションモードを開始し

ます。

ap mac-address

例：

Device(config)# ap F866.F267.7DFB

ステップ 2

ポリシータグを APにマッピングしま
す。

policy-tag policy-tag-name

例：

ステップ 3

Device(config-ap-tag)# policy-tag
qostag

設定を保存し、コンフィギュレーション

モードを終了して、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-ap-tag)# end

ステップ 4

APの詳細と APに関連付けられている
タグを表示します。

show ap tag summary

例：

ステップ 5

Device# show ap tag summary
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SIPコールアドミッション制御（CAC）
コールアドミッション制御（CAC）は音声トラフィックのみに適用される概念で、データト
ラフィックには適用されません。CACを実装する場合、クライアントは帯域幅を予約するた
めにトラフィック仕様（TSPEC）を送信する必要があります。SIP CAC機能は、SIPコールを
サポートするために CACを有効にします。使用可能な SIP電話機のほとんどには、TSPECが
実装されていません。CACを呼び出して帯域幅を予約するには、TSPECが必要です。

この機能を使用すると、特定のSIPコールに帯域幅パラメータを手動で設定し、その設定を使
用して、新しいコールを受信するたびに帯域幅を予約できます。

クライアントが SIPと TSPECの両方をサポートしている場合は、TSPECを使用した帯域幅予
約が優先されます。

（注）

制約事項と制限

•コントローラでSIPコールスヌープが有効になっている場合にのみ、SIPCACを有効化で
きます。

SIP CACの設定
SIP CACは、実行できる SIP呼び出しの総数を制御します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

WLANポリシープロファイルを設定
し、ワイヤレスポリシーコンフィギュ

レーションモードを開始します。

wireless profile policy <policy-name>

例：

Device(config)# wireless profile
policy policy1

ステップ 2

ワイヤレスポリシープロファイルを無

効にします。

shutdown

例：

ステップ 3

Device(config)# shutdown

ポリシープロファイルにPlatinumメタ
ルQoSポリシーを設定します。この例

service-policy input policy-name

例：

ステップ 4

に示されるように、platinum-upキー
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-wireless-policy)#
service-policy input platinum

ワードでアップストリームポリシーが

指定されます。

アップストリームポリシー

は、ダウンストリームポリ

シーと異なります。アップス

トリームポリシーには -upサ
フィックスがあります。

（注）

コールスヌープが有効になっ

ている場合は、Platinumで
SSIDポリシーを設定する必
要があります。

（注）

ポリシープロファイルにPlatinumメタ
ルQoSポリシーを設定します。この例

service-policy output policy-name

例：

ステップ 5

に示されるように、platinum-upキー
Device(config-wireless-policy)#
service-policy output platinum-up ワードでアップストリームポリシーが

指定されます。

service-policy clientinput
client-policy-name

ステップ 6

例：

Device(config-wireless-policy)#
service-policy client input
voice-client

service-policy clientoutput
client-policy-name

ステップ 7

例：

Device(config-wireless-policy)#
service-policy client output
voice-client

WLANのコールスヌーピングを有効に
します。

call-snoop

例：

ステップ 8

Device(config-wireless-policy)#
call-snoop

ワイヤレスポリシープロファイルを有

効にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 9

Device(config-wireless-policy)# no
shutdown
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目的コマンドまたはアクション

無線の静的 ACMをイネーブルにしま
す。SIPスヌーピングをイネーブルに

ap dot11{5ghz|24ghz} cac {voice |
video} acm

例：

ステップ 10

する場合、静的 CACではなく、負荷
ベースの CACを使用します。

Device(config-wireless-policy)#ap
dot11 5ghz cac voice acm

SIP-Based CACを設定します。ap dot11{5ghz|24ghz} cac voice sip

例：

ステップ 11

Device(config)#ap dot11 5ghz cac voice
sip

（任意）帯域幅と間隔値を設定しま

す。

ap dot11{5ghz|24ghz} cac
voicesipbandwidth <bandwidth>
sample-interval <interval-value>

ステップ 12

たとえば、帯域幅を<8-64>と入力しま
す（G729の 8 kbpsと G711の 64例：

Device(config)#ap dot11 24ghz cac
kbps）。間隔値として、パケット化間
隔 10～ 80ミリ秒（G711または G729voice sip bandwidth <8-64>

sample-interval <10-80> コーデックの10、20、30、40、80ミリ
秒。デフォルトは 20）を意味する
<10-80>を入力します。

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 13

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。Device(config)#end

SIP CACの確認
SIP CAC機能を確認するには、次の Showコマンドを使用します。
Device # show ap cac voice
AP Name: AP5897.bdd0.61d4
Slot# Radio Calls BW-Max BW-Alloc BW-InUse
--------------------------------------------------------
0 802.11b/g 1 23437 765 3

AP Name: AP70DF.2FA2.39E0
Slot# Radio Calls BW-Max BW-Alloc BW-InUse
--------------------------------------------------------

AP Name: APA023.9F11.C6DC
Slot# Radio Calls BW-Max BW-Alloc BW-InUse
--------------------------------------------------------
0 802.11b/g 1 23437 765 3
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SIP音声コールスヌーピング
この機能により、アクセスポイントは Session Initiation Protocol（SIP）コールの確立、終了、
および失敗を検出し、コントローラにレポートできます。各WLANに対して、SIPスヌーピン
グおよびレポートを有効または無効にできます。VoIP Media Session Aware（MSA）スヌーピ
ングを有効にすると、このWLANをアドバタイズするアクセスポイント無線はSIP音声パケッ
トを検索します。

ポート番号 5060（標準の SIPシグナリングポート）を宛先または送信元とする SIPパケット
は、追加インスペクションの対象と見なされます。アクセスポイントでは、Wi-Fi Multimedia
（WMM）クライアントと非WMMクライアントがコールを確立している段階、コールがアク
ティブになった段階、コールの終了処理の段階を追跡します。両方のクライアントタイプの

アップストリームパケット分類は、アクセスポイントで行われます。ダウンストリームパケッ

ト分類は、WMMクライアントはコントローラで、非WMMクライアントはアクセスポイン
トで行われます。アクセスポイントは、コールの確立、終了、失敗など、主要なコールイベ

ントをコントローラに通知します。

この機能は、中央スイッチングモード、IOSおよび ClickOS AP、メッシュ APブリッジモー
ドでサポートされますが、ファブリックではサポートされません。

（注）

L3ローミングを使用して SIPコールを実行する場合は、コントローラが NTPサーバと同期し
ている必要があります。または、その時刻が同じである必要があります。

（注）

SIP音声コールスヌーピングの設定

始める前に

•コールスヌープを有効にするには、BSSIDPlatinumポリシーを最初に設定する必要があり
ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

Configure Terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

QoS
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目的コマンドまたはアクション

WLANポリシープロファイルを設定
し、ワイヤレスポリシーコンフィギュ

レーションモードを開始します。

wireless profile policy <policy-name>

例：

Device(config)# wireless profile policy
policy-name

ステップ 2

ワイヤレスポリシープロファイルを無

効にします。

shutdown

例：

ステップ 3

Device(config)# Shutdown

ポリシープロファイルに Platinumメタ
ル QoSポリシーを設定します。例に示

service-policy {input | output}
policy-name

例：

ステップ 4

すように、アップストリームポリシー

はplatinum-upキーワードで指定されま
す。Device(config-wireless-policy)#

service-policy input platinum-up
アップストリームポリシー

は、ダウンストリームポリ

シーと異なります。アップス

トリームポリシーには -upサ
フィックスがあります。

（注）
Device(Config-wireless-policy)#
service-policy output platinum

コールスヌープが有効になっ

ている場合は、Platinumで
SSIDポリシーを設定する必要
があります。

（注）

クライアントポリシープロファイルを設

定します。

service-policy client {input | output}
client-policy-name

例：

ステップ 5

Device(config-wireless-policy)#
service-policy client input
voice-client

Device(Config-wireless-policy)#
service-policy client output
voice-client

WLANのコールスヌーピングを有効に
します。

call-snoop

例：

ステップ 6

Device(config-wireless-policy)#
call-snoop

ワイヤレスポリシープロファイルを有

効にします。

[no] shutdown

例：

ステップ 7

Device(config-wireless-policy)# no
shutdown
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 8

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。Device(config)#end

SIP音声コールスヌーピングの確認
call-snoopコマンドが有効になっているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。
Device# sh wireless profile policy detailed <policy-name>
Classmap name for Reanchoring
Reanchoring Classmap Name : Not Configured

QOS per SSID
Ingress Service Name : platinum-up
Egress Service Name : platinum

QOS per Client
Ingress Service Name : voice-client
Egress Service Name : voice-client

Umbrella information
Ciso Umbrella Parameter Map : Not Configured

Autoqos Mode : None
Call Snooping : Enabled
Fabric Profile
Profile Name : Not Configured

Accounting list
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