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■■ 主な目的主な目的

◇◇ 特定のパケットを優先制御したい特定のパケットを優先制御したい

◇◇ 特定の通信について、使用できる帯域を確保したい特定の通信について、使用できる帯域を確保したい

■■ 概要概要

本社と各拠点を広域イーサネッ

ト網で接続しているネットワーク

です。VoIPのようにリアルタイム

性が要求されるアプリケーション

ではパケットロスやパケット送信

遅延が発生すると、音声が途切

れる、雑音が混じる、といった障

害になり易く、注意する必要が

あります。そのため、一般的にこ

のようなアプリケーションを情報

系通信と混在させる場合、音声

に影響がでないようにネットワー

ク機器側で音声系のパケットを

優先的に送信する「優先制御」

を行います。

本例では、音声系パケットの優

先制御、さらに特定の端末が

ネットワーク帯域を占有してしま

わないように使用可能な帯域を

確保する「帯域保証」を併用し、

限りあるネットワーク帯域を有効

活用しています。
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■■ 構築のポイント構築のポイント

x900-24XT_1 AR550S

x900-24XT_2 x900-24XT_3

VLAN VLAN VLAN VLAN 111100000000 VLAN 10VLAN 10VLAN 10VLAN 10

広域イーサ網

VLAN VLAN VLAN VLAN 333300000000 VLAN 30VLAN 30VLAN 30VLAN 30VLAN VLAN VLAN VLAN 222200000000VLAN 20VLAN 20VLAN 20VLAN 20

AR550SAR550S

VLAN100/200/300にはPCとIP-Phoneが混在してい

ますのでIP-Phoneが送受信する音声データを優先

処理します。受信ポートで ACLによって音声データを

分類し、DSCP値を付与して優先的に送信されるよう

に送信キューを割り当てます。

なお、最も優先度が高い送信キュー“7”は内部処理

で使用され、二番目に優先度の高い送信キュー“6”

はOSPFやVRRPなどの各機能制御パケットの優先

制御での使用を推奨します。そのため、通常のデー

タを優先制御する場合は三番目の優先度となる送信

キュー“5”以降を使用して下さい。

VLAN10/20/30間

では機密度の高い

データを取り扱う

ため、VPNルー

ターAR550Sを使

用してIPsec通信を

行っています。こ

のIPsecトンネルを

通るパケットにつ

いて、20Mbpsの帯

域を確保する設定

を行います。これ

によって、他の通

信が大きな帯域を

占有してしまい、

IPsecトンネル経由

の通信ができなく

なることを防止しま

す。

1.0.1

x900-24XT配下に接続されているクライアントのデフォルトゲート

ウェイはx900-24XTに設定しているVLAN100/200/300 のそれぞ

れのIPアドレスを設定します。ルーター経由の VLAN10/20/30のク

ライアントはそれぞれのルーターに設定されているIPアドレスをデ

フォルトゲートウェイに設定します。

1.0.24

1.0.1 1.0.1

1.0.241.0.24

本例では、音声データパケットに DSCP (Differential 

Service Code Point)値40を書き込み、広域イーサ

ネットサービス網内でもDSCP 40を優先制御するよ

うに契約を行っています。使用される WAN 回線

サービスが優先制御に対応していない場合、本来優

先するべきパケットもサービス網内で公平制御され

てしまい、優先制御の効果が期待値に達しないこと

もあります。WAN回線サービスを使用したネットワー

ク内で優先制御を使用される際にはサービス網仕

様をご確認されることをお勧めします。
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■■ ポリシーベースポリシーベースQoSQoSについてアクセスリストについてについてアクセスリストについて

本製品はHTTPやFTPなどのアプリケーションにトラフィックを分類し、それぞれのトラフィック毎に優先制御や帯域制御

を行うことができるポリシーベースQoS機能を備えています。ここでは本例で使用している優先制御と帯域保証をポリ

シーベースQoSで設定する手順と詳細を記述します。

1. 設定項目

2. IP Phoneの優先制御設定

グローバルコンフィグモードでQoSを有効にします。

mls qos enable

IP Phoneからのパケットを最優先で処理させるための準備として、ToS 5 (DSCP 40) が書き込まれたパケットに最も優

先度の高い送信キューとなるQueue 5を割り当てる設定を行います。※

mls qos map premark-dscp 40 to new-queue 5

IP Phoneからのパケットを分類するためのアクセスリストを定義します。

access-list 3000 permit udp 192.168.200.0/24 eq 5004 192.168.100.0/24 eq 5004

access-list 3001 permit udp 192.168.300.0/24 eq 5004 192.168.100.0/24 eq 5004

クラスマップを作成し、該当するパケットを分類する条件としてアクセスリストとToS 5 (DSCP 40)が書き込まれたパケッ

ト、の2種類を定義します。

class-map c0

match access-group 3000

match ip-precedence 5

class-map c1

match access-group 3001

match ip-precedence 5

※ 本製品の送信キューは8段階あり、最も優先度の高いキューは“7”です。本例では3段階の優先制御を行うため、便

宜上Queue 5を「最も優先度の高い」と表現しています。

-全て全てVLAN100VLAN300

-全て全てVLAN100VLAN200

帯域保証 (MIN:20Mbps)全て全てVLAN10VLAN10

優先制御 ToS : 5（絶対優先）5004UDPIP Phone

QoSアクションポート番号プロトコル
送信先IP送信元IP

QoSルール（本社）
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■■ ポリシーベースポリシーベースQoSQoSについてアクセスリストについてについてアクセスリストについて

定義したクラスマップをポリシーマップにまとめ、ポリシーマップ内でそれぞれのクラスマップについて、 DSCP 40を書き

込む設定を行います。

policy-map p1

class default

class c0

trust dscp

set dscp 40

class c1

trust dscp

set dscp 40

優先制御についての設定は以上です。

3. 帯域保証設定

グローバルコンフィグモードでQoSを有効にします。

mls qos enable

帯域制限を行うトラフィックを分類するためのアクセスリストを定義します。

access-list 3002 permit ip 192.168.10.0/24 192.168.10.0/24

定義したアクセスリストをそれぞれ個別にクラスマップに関連付けします。

class-map c2

match access-group 3002

定義したクラスマップをポリシーマップにまとめ、ポリシーマップ内でクラスマップに帯域保証の設定を行います。保証帯

域を20Mbpsとします。また、使用帯域を測定と割り当てを行うことをメータリングと呼びますが、メータリング後にしきい

値を超過したパケットの優先度を下げ、帯域を保証させるためにリマーキングを指定します。

policy-map p1

class c2

police twin-rate 20000 30000 10240 10240 exceed-action policed-dscp-transmit
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■■ ポリシーベースポリシーベースQoSQoSについてアクセスリストについてについてアクセスリストについて

メータリングによって、最優先で帯域を割り当てるGreen、優先度が中のYellow、優先度が最小となるRedの3種類の帯

域クラスに分類されますので、それぞれの帯域クラス毎に送信キューを割り当てます。Greenが4、Yellowが3、Redが2と

し、帯域保証値内にとどまるパケットはより優先度の高い送信キューに割り当てます。

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class green to new-queue 4

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class yellow to new-queue 3

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class red to new-queue 2

帯域保証はポリサーで行っており、“police twin-rate”コマンドで設定しています。それぞれのオプションの意味は以下

のとおりです。

police twin-rate [MINRATE] [MAXRATE] [MINBURST] [MAXBURST] exceed-action [ACTION]

MINRATE :

保証帯域値。単位はKbps 。20000の場合は20Mbpsを表す。使用帯域がここで指定した数値以内であれば、メータリン

グ処理時に帯域クラスGreenに分類され、帯域を割り当てる際の優先度は 「最優先」 となる。

MAXRATE : 

許容最大帯域。単位はKbps。30000の場合は30Mbpsを表す。使用帯域がここで指定した数値以内で且つMINRATE以

上であれば、メータリング処理時に帯域クラスYellowに分類され、帯域を割り当てる際の優先度は「中」となる。

MINBURST : 

最小バーストサイズ。 単位はByte。瞬間的に保証帯域および許容最大帯域を越えたパケットは最小バーストサイズ内

に収まり、帯域クラスGreenとして最優先で帯域を割り当てられる。最小バーストサイズをある程度の時間超え続けた場

合、帯域クラスYellowに分類されるようになり、帯域割り当て優先度は 「中」 に低下する。

MAXBURST :

最大バーストサイズ。単位はByte。帯域使用量がMAXRATE以上で且つ最小バーストサイズを継続して超え続けた場

合、帯域クラスRedに分類される。帯域クラスRedでは帯域割り当て優先度が 「最小」 となり、ACTIONで指定した動作

を行う。

ACTION :

帯域クラスRedに分類されたパケットの取り扱いを定める。「drop」は破棄、「policed-dscp-transmit」はリマーキング処

理としてDSCP値やCoS値、帯域クラスなどを変更させることができる。
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■■ x900x900--24XT_24XT_1 1 設定サンプル設定サンプル そのその11

!

no spanning-tree rstp enable

!

mls qos enable

mls qos map premark-dscp 40 to new-queue 5

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class green to new-queue 4

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class yellow to new-queue 3

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class red to new-queue 2

access-list 3000 permit udp 192.168.102.0/24 eq 5004 192.168.100.0/24 eq 5004

access-list 3001 permit udp 192.168.103.0/24 eq 5004 192.168.100.0/24 eq 5004

access-list 3002 permit ip 192.168.10.0/24 192.168.10.0/24

!

class-map c1

match access-group 3001

match ip-precedence 5

!

class-map c2

match access-group 3002

!

class-map c0

match access-group 3000

match ip-precedence 5

!

policy-map p1

class default

class c0

trust dscp

set dscp 40

class c1

trust dscp

set dscp 40

class c2

police twin-rate 20000 30000 10240 10240 exceed-action policed-dscp-transmit

!

初期値ではRSTPが有効です。本構成例

ではRSTPは使用していませんので、無

効化します。

優先制御と帯域制限の設定を行っていま

す。詳細は前項を参照して下さい。

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする
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■■ x900x900--24XT_124XT_1 設定サンプル設定サンプル そのその22

!

vlan database

vlan 2,10,100 state enable

!

interface port1.0.1

speed 100

duplex full

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan add 10

switchport trunk native vlan 2

service-policy input p1

!

interface port1.0.11

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 100

service-policy input p1

!

interface port1.0.12

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 10

service-policy input p1

!

interface port1.0.23

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 100

service-policy input p1

!

interface port1.0.24

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 10

service-policy input p1

!

port1.0.1をタグポートとしてvlan10に、タグ

なしポートとしてvlan2にアサインします。

タグなしポートとしての設定はnative vlan

の指定で行っています。また、このポート

は広域イーサ網に接続されるポートにな

りますので、速度とデュプレックスを

100M-Full Duplex に固定設定します。最

後に設定済みの QoSサービスポリシーを

割り当てます。

必要なVLANを作成します。

各vlanにタグなしポートをそれぞれアサイ

ンし、最後に設定済みの QoSサービスポ

リシーを割り当てます。

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする
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■■ x900x900--24XT_124XT_1 設定サンプル設定サンプル そのその33

!

interface vlan2

ip address 192.168.2.1/24

!

interface vlan100

ip address 192.168.100.1/24

!

ip route 192.168.102.0/24 192.168.2.2

ip route 192.168.103.0/24 192.168.2.3

!

end

vlan2とvlan100にそれぞれIPアドレスを設

定し、必要な経路を静的に設定します。

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする

QoS QoS QoS QoS 帯域保証帯域保証帯域保証帯域保証 トラフィックコントロールトラフィックコントロールトラフィックコントロールトラフィックコントロール

Solution No. 10-05-02



9Copyright (C) Allied Telesis K.K. all rights reserved. 

■■ x900x900--24XT_24XT_2 2 設定サンプル設定サンプル そのその11

!

no spanning-tree rstp enable

!

mls qos enable

mls qos map premark-dscp 40 to new-queue 5

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class green to new-queue 4

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class yellow to new-queue 3

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class red to new-queue 2

access-list 3000 permit udp 192.168.200.0/24 eq 5004 192.168.100.0/24 eq 5004

access-list 3001 permit ip 192.168.10.0/24 192.168.10.0/24

!

class-map c1

match access-group 3000

!

class-map c2

match access-group 3001

!

policy-map p1

class default

class c1

trust dscp

set dscp 40

!

policy-map p2

class default

class c2

police twin-rate 20000 30000 10240 10240 exceed-action policed-dscp-transmit

!

初期値ではRSTPが有効です。本構成例

ではRSTPは使用していませんので、無

効化します。

優先制御と帯域制限の設定を行っていま

す。詳細は前項を参照して下さい。

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする
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■■ x900x900--24XT_224XT_2 設定サンプル設定サンプル そのその22

!

vlan database

vlan 2,10,200 state enable

!

interface port1.0.1

speed 100

duplex full

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan add 10

switchport trunk native vlan 2

!

interface port1.0.11

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 200

service-policy input p1

!

interface port1.0.12

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 10

service-policy input p2

!

interface port1.0.23

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 200

service-policy input p1

!

interface port1.0.24

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 10

service-policy input p2

!

interface vlan2

ip address 192.168.2.2/24

!

interface vlan200

ip address 192.168.200.1/24

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.2.1

!

end

port1.0.1をタグポートとしてvlan10に、タグ

なしポートとしてvlan2にアサインします。

タグなしポートとしての設定はnative vlan

の指定で行っています。また、このポート

は広域イーサ網に接続されるポートにな

りますので、速度とデュプレックスを

100M-Full Duplex に固定設定します。最

後に設定済みの QoSサービスポリシーを

割り当てます。

必要なVLANを作成します。

各vlanにタグなしポートをそれぞれアサイ

ンし、最後に設定済みの QoSサービスポ

リシーを割り当てます。

vlan2とvlan200にそれぞれIPアドレスを設

定し、必要な経路を静的に設定します。

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする
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■■ x900x900--24XT_24XT_3 3 設定サンプル設定サンプル そのその11

!

no spanning-tree rstp enable

!

mls qos enable

mls qos map premark-dscp 40 to new-queue 5

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class green to new-queue 4

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class yellow to new-queue 3

mls qos map policed-dscp 0 bandwidth-class red to new-queue 2

access-list 3000 permit udp 192.168.300.0/24 eq 5004 192.168.100.0/24 eq 5004

access-list 3001 permit ip 192.168.10.0/24 192.168.10.0/24

!

class-map c1

match access-group 3000

!

class-map c2

match access-group 3001

!

policy-map p1

class default

class c1

trust dscp

set dscp 40

!

policy-map p2

class default

class c2

police twin-rate 20000 30000 10240 10240 exceed-action policed-dscp-transmit

!

vlan database

vlan 2,10,300 state enable

!

初期値ではRSTPが有効です。本構成例

ではRSTPは使用していませんので、無

効化します。

優先制御と帯域制限の設定を行っていま

す。詳細は前項を参照して下さい。

必要なVLANを作成します。

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする
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■■ x900x900--24XT_324XT_3 設定サンプル設定サンプル そのその22

!

interface port1.0.1

speed 100

duplex full

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan add 10

switchport trunk native vlan 2

!

interface port1.0.11

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 300

service-policy input p1

!

interface port1.0.12

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 10

service-policy input p2

!

interface port1.0.23

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 300

service-policy input p1

!

interface port1.0.24

switchport

switchport mode access

switchport access vlan 10

service-policy input p2

!

interface vlan2

ip address 192.168.2.3/24

!

interface vlan300

ip address 192.168.300.1/24

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.2.1

!

end

port1.0.1をタグポートとしてvlan10に、タグ

なしポートとしてvlan2にアサインします。

タグなしポートとしての設定はnative vlan

の指定で行っています。また、このポート

は広域イーサ網に接続されるポートにな

りますので、速度とデュプレックスを

100M-Full Duplex に固定設定します。最

後に設定済みの QoSサービスポリシーを

割り当てます。

各vlanにタグなしポートをそれぞれアサイ

ンし、最後に設定済みの QoSサービスポ

リシーを割り当てます。

vlan2とvlan300にそれぞれIPアドレスを設

定し、必要な経路を静的に設定します。

アライドテレシスアライドテレシスアライドテレシスアライドテレシス・・・・コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ ATATATAT----x900 x900 x900 x900 シリーズシリーズシリーズシリーズでででで実現実現実現実現するするするする
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