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概要

この資料は Cisco IOS® ソフトウェア プラットフォーム 3700、3600、2600、および 1700 シリ
ーズ ルータを含む一般に Cisco 7200VXR および Cisco ISR 3800 を含む 2800、1800 シリーズ
ルータ、またレガシー Cisco アクセスルータだけに適当です。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco IOS Quality of Service ソリューション コンフィギュレーション ガイド●

QoS---階層的 な キューイング フレームワーク（HQF）●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

前HQF のため: Cisco IOS ソフトウェア リリースを 12.3(26) 実行する Ciscoルータ●

HQF に関しては: Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.4(22)T を実行する Ciscoルータ●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

/content/en/us/td/docs/ios/qos/configuration/guide/12_2sr/qos_12_2sr_book.pdf
/content/en/us/td/docs/ios/ios_xe/qos/configuration/guide/qos_frhqf_support_xe.html#wp1073291%0A


表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Class-Based Weighted Fair Queueing（CBWFQ）概要

前HQF IOS イメージでは、一般的に、bandwidth コマンドでどのクラスでもクラスの重量に基づ
いて帯域幅か優先順位なしでクラスに対して一般に優先順位をつけられます。 クラスベース重み
付け均等化キューイング（CBWFQ） スケジューリングアルゴリズムを理解するために、最初に
個々のクラスによって基づく Weighted fair キュー内のクラスによって基づくキューのフローによ
って基づく公平なキューおよびクラス仕様のためのフロー仕様である重量の概念を理解して下さ
い。

フローによって基づく公平なキューのためのウエイトを得る数式は次のとおりです:

32384 / (IP Prec + 1)

クラスベース均等化キューイング キュー内のユーザが定義するクラスはクラスで設定される
bandwidth コマンドの機能としてそれぞれウエイトをようにクラスによって基づくキューのすべ
ての帯域幅クラスの合計の割合得ます。 正確な数式は専有です。

HQF イメージでは、fair-queue の両方のユーザー定義クラスおよびクラス デフォルトのフロー
ベース公平キュー、設定可能な、均等にスケジュールされます（重量によっての代りに）。 なお
、HQF で、クラスによって基づくキューのスケジュールのプライオリティは HQF スケジューラ
ーに基づいておよびないクラスのレガシー 重量数式で判別されます。

注: このセクションはクラスによって基づくキューイング オペレーションのための広範囲の挙動
解析であるように意図されていません。 意図は CBWFQ がキュー制限および出力ドロップの理解
に適用するので簡潔な教育です。

キュー制限および出力ドロップの概要

「優先順位」コマンドで設定されるユーザー定義クラス

優先順位、優先順位 <kbps> および優先順位パーセントを含む priority コマンドのバリアントで、
設定される MQC ユーザが定義するクラスに関しては。

前HQF 動作

厳密にはそれを見るために存在 する CLI および設定できないのに、すべての優先順位クラス デ
ータによって共有される「非表示」システム キュー 存在。 これは優先順位 データのための保持
エリアとして分類された後、そして輻輳わかっているポリシング機能によって許可された後機能
します。 LLQ パケットはこの「隠された」システム キューに他では機能輻輳と呼ばれる受信割
り込みの間に出力インターフェイスの送信リングに直接置くことができない場合入れられます。
受信インターフェイスのドライバによってまだ所有されて間存在 する機能輻輳が受信割り込みの
間に LLQ 条件付き ポリシング機能に対してパケット評価されるので、この場合。 パケットが
LLQ の条件付き ポリシング機能によって廃棄されない場合、この「隠された」LLQ システム キ
ューに置かれ、受信割り込みはリリースされます。 従って、この「隠された」システム キューに
入れられるすべてのパケットは LLQ の輻輳わかっているポリシング機能に合致し、出力インター
フェイスの送信リングに LLQ/CBWFQ スケジューラーによってすぐに削除されます。

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


このキューのプロシージャにもかかわらず、動作はこのキューのパケットが LLQ/CBWFQ スケジ
ューラーによって送信リングにすぐに流出させるので追加キューイング レイテンシーが（送信リ
ング レイテンシーの上で）負われないこと非 LLQ データのために（fair-queue および帯域幅キュ
ーのような）作成される同じでない IOS キューです。 優先順位クラス パケットが受信割り込み
の間に条件付き ポリシング機能によって廃棄されない場合、この LLQ パケットはこの「隠され
た」システム キューに出力インターフェイスの送信リングに削除する前に簡潔にあります。 この
場合、LLQ/CBWFQ スケジューラーは出力インターフェイスの送信リングにすぐにパケットを示
します。 条件付き ポリシング機能はそれにより設定されたプライオリティ 比率に LLQ を制限す
る LLQ/CBWFQ へパケットを、是認する前に動作しました。

要約すると、輻輳の時の間に優先順位 比率をより LLQ の基本的なコンポーネントである、追加
キューイング レイテンシーを負うために超過する LLQ データを廃棄することを推奨します。 こ
の条件付き ポリシング メカニズム割り当て優先キューが IOS のレガシー 機能上のプライオリテ
ィ キューイング（PQ）機能強化である全体のインターフェイス PLIM を独占するようにしない
で完全優先キュー。

前HQF キュー制限: 該当なし●

前HQF 「優先順位 [+] ランダム検出」動作: NA、LLQ で許可されない WRED。●

前HQF 「優先順位 [+] fair-queue」動作: NA、LLQ で許可されない fair-queue。●

前HQF 「優先順位 [+] ランダム検出 [+] fair-queue」動作: NA、LLQ でサポートされる fair-
queue かランダム検出。

●

HQF 動作

非表示 キューを除いて前HQF と同じようにもはや隠れないし、queue-limit は現在設定可能で、
64 のパケットにデフォルトで設定されます。

HQF キュー制限: 64 のパケット●

HQF 「優先順位 [+] ランダム検出」動作: NA、LLQ で許可されない WRED。●

HQF 「優先順位 [+] fair-queue」動作: NA、LLQ で許可されない fair-queue。●

HQF 「優先順位 [+] ランダム検出 [+] fair-queue」動作: NA、LLQ でサポートされる fair-
queue かランダム検出。

●

「帯域幅」コマンドで設定されるユーザー定義クラス

帯域幅 <kbps>、帯域幅パーセントおよび帯域幅 残り パーセントを含む bandwidth コマンドのバ
リアントで、設定される MQC ユーザが定義するクラスに関しては。

前HQF 動作

調整可能のデフォルトキュー限界は 64 のパケットです。 、受信割り込みの間に、> キューの 64
のパケットという結果に終るパケットをキューにいれる必要があれば、パケットは廃棄される末
尾です。

前HQF queue-limit: queue-limit によって調整可能な 64 のパケット。●

前HQF 「帯域幅[+] ランダム検出」動作:例：
policy-map PRE_HQF_BANDWIDTH_WRED

 class 1

   bandwidth 32

   random-detect

帯域幅のどのバリアントでもランダム検出のあらゆるバリアントと共に設定される場合、効

●



果的にクラスのバッファの制限を取除く queue-limit CLI を無視して下さい。 すなわち、ラン
ダム検出および queue-limit は前HQF イメージで相互独立的です。 ドロップする 戦略として
ランダム検出を使用する、現在のキューサイズは抑制されていなく、論理上クラスによって
基づく fair-queue に割り当てられるこのバッファ番号がサービス ポリシー付加ポイントに基
づいていた得られるクラスによって基づく fair-queue に割り当てられる各バッファを占める
ことができます:物理インターフェイス: インターフェイス CLI hold-queue と調整可能な
1000 のパケットATM PVC: PVC CLI vc-hold-queue と調整可能な 500 のパケットフレーム
リレー マップ クラス: フレーム リレー マップ クラス CLI フレーム リレー holdq と調整可能
な 600 のパケット（補助的な）インターフェイスに（前HQF）適用されるクラス ベースのシ
ェーピング ポリシー: MQC クラス CLI 図形最大値バッファと調整可能な 1000 のパケット。
注: シェーパーの合計がインターフェイス クロック レートを超過しないことを基づくすべて
のフレーム リレーおよびクラスは例を形づけて仮定します。注: 前HQF イメージではクラス
によって基づくシェーピングポリシーが a インターフェイス <2Mbps が Weighted fair にキ
ューおよびインターフェイス >2Mbps をディフォルトするので（補助的な）インターフェイ
スに適用されるとき、根本的な物理インターフェイスの速度の、デフォルトで設定されます
FIFO に用心して下さい。 前HQF では、シェーピングキューイングはシェーピングポリシー
がサブインターフェイスか物理インターフェイス レベルで接続されるかどうか、インターフ
ェイス保留待ち行列を入れます。受信割り込みの間に、パケットがインターフェイスの出力
キューのための候補に似合うたびに、WRED 平均キューサイズはこの数式を使用して計算さ
れます:
Average Queue Size = (old_average * (1-1/2^n)) + (current_queue_size * 1/2^n)

結果として生じる平均キューサイズが次のとおりなら:WRED min-threshold より小さい、パ
ケットをキューにいれ、受信割り込みをリリースして下さい。WRED min-threshold と
WRED max-threshold 間で、可能性のある WRED max-threshold に近い方の平均キューサイ
ズ gets として高められた確率のパケットを廃棄して下さい。 平均キューサイズが WRED
max-threshold と丁度等しい場合、パケットはマーク 確率分母に従って廃棄されます。 マー
ク 確率分母はまたベースラインとして判別するのに平均キュー制限が丁度 WRED max-
threshold と等しくないが、ドロップされたり WRED min-threshold より高いとき何パーセン
トのパケットが動作します。 これはグラフィカル例です

: パケットが廃棄される場合、受信割り
込みはリリースされ、ランダム ドロップするは増分します。 パケットが廃棄されない場合、
パケットはキューにいれられ、受信割り込みはリリースされます。WRED max-threshold よ
り高く、パケットを廃棄し、受信割り込みをリリースし、テール ドロップを増分して下さい



。
注: IP 優先順位基づいた（デフォルト） DSCP ベースの WRED 割り当て min-threshold、
max-threshold および異なる値のために別様に定義されるべきマーク 確率分母。 これは重く
されたコンポーネントが Random Early Detection（RED）明白どこにのであるかです。 相対
的 なしきい値の調整によって他の値に関連してある特定の TOS 値を保護し、確率分母をマ
ークできます。ランダム場合の検出すれば帯域幅は、現在のキューサイズある特定の時点で
WRED max-threshold より大きい場合もあります同時に設定されます。 これは WRED 最小
および最大閾値が平均（現在の）キューサイズに基づいて処置だけをとるという理由により
ます。 これはクラスによって基づいた公平なキューの内にどこでも発生する no buffer drops
という結果に終る可能性があるクラスによって基づくキューに割り当てられる切れる機会を
すべてのバッファ提供します（Cisco バグ ID CSCsm94757 を参照して下さい）。

●

前HQF 「帯域幅[+] fair-queue」動作: NA、帯域幅クラスで許可されない fair-queue。●

前HQF 「帯域幅[+] ランダム検出 [+] fair-queue」動作: NA、帯域幅クラスで許可されない
fair-queue

●

HQF 動作

動作は前HQF セクションに記述されているように同じです。

HQF queue-limit: queue-limit によって調整可能な 64 のパケット。これは前HQF にそれと同
じです。

●

HQF 「帯域幅[+] ランダム検出」動作:例：
policy-map HQF_BANDWIDTH_WRED

 class 1

   bandwidth 32

   queue-limit 512

   random-detect

注: デフォルトキュー限界は 64 のパケットです。動作は 1 重要な例外を除く対応する同じ次
前HQF セクション、です。 HQF イメージでは、ランダム検出および queue-limit は同じユー
ザー定義クラス（か class class-default で）共存でき、デフォルト 設定の 64 のパケットへの
queue-limit は有効に なり、調整されます。 従ってそのように、queue-limit はランダム検出
クラスの最大現在のキューサイズとして動作しま、対応した前HQF セクションで説明されて
いた no buffer drops を制限するためにメカニズムを提供します。 この付加が原因で、設定さ
れたキューの制限はランダム検出 max-threshold が 40 のパケットにデフォルトで設定される
、さもないとパーサーが設定を拒否するランダム検出 max-threshold 少なくとも大きい必要
があります。これは現在の（平均）キューサイズが受信割り込み、および記録されたテール
ドロップがリリースされる queue-limit より大きければ平均キュー項目数計算が max-
threshold より小さくて、パケット廃棄される、現在キュー制限をチェックインします
WRED クラスを、というもたらします。 クラス ベース キューのための集約キューイング バ
ッファを排出するために queue-limit が十分に高く調整されたら、no buffer drops まだ発生す
る場合があります覚えていて下さい。 HQF のための集約キューイング バッファはここに定
義されます:物理インターフェイス: インターフェイス CLI hold-queue と調整可能な 1000 の
パケットATM PVC: PVC CLI vc-hold-queue と調整可能な 500 のパケットフレーム リレー マ
ップ クラス: フレーム リレー マップ クラス CLI フレーム リレー holdq と調整可能な 600 の
パケットHQF コードの物理インターフェイスに適用されるクラス ベースのシェーピング ポ
リシー: インターフェイス CLI hold-queue 子ポリシー queue-limit にインターフェイス hold-
queue の上限があるおよび子ポリシー queue-limit の組み合せと 1000 パケット、調整可能な
。HQF コードのサブインターフェイスに適用されるクラス ベースのシェーピング ポリシー:
もし調整可能なら調整可能ではない 512 のパケット、（NSSTG QoS プラットフォーム チー

●



ムと調査して下さい、）注: シェーパーの合計がインターフェイス クロック レートを超過し
ないことを基づくすべてのフレーム リレーおよびクラスは例を形づけて仮定します。現実の
世界例はここにあります:
policy-map JACKLYN

 class 1

    bandwidth 64

    queue-limit 500 packets

     random-detect

     random-detect precedence 1 22 300

この出力の間に、トラフィックはインターフェイスを通して生成されていません:
F340.11.25-7200-5_LAC#show policy-map interface | i queue

      queue limit 500 packets

      (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/387595/0

!--- Current_q_depth is 0 Mean queue depth: 107 packets !--- last calculation of

Average_queue_depth

この時点で、トラフィックは開始します。 ストリームは 400PPS で非バースト性、成ってい
る of1000 バイトフレームです:
F340.11.25-7200-5_LAC#show policy-map interface | i queue

      queue limit 500 packets

      (queue depth/total drops/no-buffer drops) 461/387641/0

!--- 461 is Current_q_depth > Prec 1 max-thresh of 300 !--- but < "queue-limit 500 packets".

Mean queue depth: 274 packets !--- Avg_q_depth is rising, Mark Prob Denom is being used.

F340.11.25-7200-5_LAC#show policy-map interface | i queue queue limit 500 packets (queue

depth/total drops/no-buffer drops) 363/387919/0 !--- 363 is Current_q_depth and it is

falling compared to last !--- iteration because WRED is random dropping packets. Mean queue

depth: 351 packets !--- Avg_q_depth is now above max_thresh, WRED starts to tail-drop !---

in addition to random-drop. F340.11.25-7200-5_LAC#show policy-map interface | i queue queue

limit 500 packets (queue depth/total drops/no-buffer drops) 199/388263/0 Mean queue depth:

312 packets F340.11.25-7200-5_LAC#show policy-map interface | i queue queue limit 500

packets (queue depth/total drops/no-buffer drops) 303/388339/0 Mean queue depth: 276 packets

F340.11.25-7200-5_LAC#show policy-map interface | i queue queue limit 500 packets (queue

depth/total drops/no-buffer drops) 325/388498/0 Mean queue depth: 314 packets F340.11.25-

7200-5_LAC#show policy-map interface | i queue queue limit 500 packets (queue depth/total

drops/no-buffer drops) 298/390075/0 Mean queue depth: 300 packets

、結局、非バースト性 ストリームと、WRED 平均キュー項目数が予測どおりの動作である現
在のキュー深度にどのように匹敵するか表記。
HQF 「帯域幅[+] fair-queue」動作:帯域幅および fair-queue が HQF ユーザー定義クラスに一
緒に適用されるとき、各々のフロー ベース キューは .25 と等しい queue-limit * queue-limit
割り当てられます。 デフォルトキュー限界が 64 のパケットであるので、fair-queue の各フ
ローによって基づいたキューは 16 のパケット割り当てられます。 4 つのフローがこのクラ
スを横断した場合、デフォルトで各フロー キューに 16 のパケットがあります、従って決し
て >64 （4 *16）のキューにいれられたパケット合計数を見ると期待しません。 個々のフロ
ー キューからのすべてのテール ドロップは flowdrops として記録されます。 queue-limit が
あったようにフロー キューの数がかなり高かったら、そして no buffer drops のための別の機
会。 たとえば、付加点のポリシーを仮定することは 1000 の集約バッファが割り当てられる
物理インターフェイスです、:
policy-map TEST

 class 1

  bandwidth 32

  fair-queue 1024

  queue-limit 128

この設定では、すべてのフロー キューの相当なトラフィックは集約インターフェイス バッフ
ァを飢えさせ、他のユーザー定義クラスの no buffer drops という結果に終る場合があります
（Cisco バグ ID CSCsw98427 を参照して下さい）。 これは 32 パケット queue-limit の 1024
のフロー キューが、それぞれ容易に 1000 集約インターフェイス クラスによって基づくキュ
ーイング バッファ割り振りをオーバーサブスクライブできるという理由によります。

●



HQF 「帯域幅[+] ランダム検出 [+] fair-queue」動作:例：
policy-map TEST

 class 1

  bandwidth 32

  fair-queue 1024

  queue-limit 128

  random-detect

WRED 平均キューサイズが毎回計算される以外パケットは廃棄されてランダム廃棄されてま
たは後につく必要があるかどうか決定するためにセクションの帯域幅および fair-queue がパ
ケット着く同じ。 前HQF と同じように、すべてのフロー キューは WRED しきい値の 1 つの
例を共有します、すべてのフロー キューにキューにいれられるすべてのパケットを意味する
WRED 平均キュー項目数を計算するのに使用されていますそしてドロップするデシジョンは
すべての集約パケットに対して WRED 最小および最大閾値をフロー キュー加えます。 ただ
し WRED しきい値の 1 つの例がすべてのフロー ベース キューに適用するので、帯域幅から
の別の出発およびセクションの fair-queue は、ユーザー フロー キューの queue-limit （.25 *
「queue-limit」）無視され、代りに現在のキュー制限リミット チェックのためのクラス集約
queue-limit に名誉を与えます。

●

クラス デフォルトの動作

前HQF 動作

前HQF では、fair-queue へのクラス デフォルト デフォルトは、すべてのフロー キュー クラスの
ための queue-limit を（デフォルトは 64 です）共有し、帯域予約がありません。 すなわち、すべ
てのフロー キューでキューにいれられたパケットの総数は決して queue-limit を超過しません。
各フロー キューでキューにいれられたパケットの量はフロー キューの計算されたウエイトによっ
て決まります。 逆に fair-queue およびランダム検出が class-default で併用されれば、queue-limit
は無視され、すべてのフロー キューは同じ WRED しきい値を共有します。 そのように、現在す
べてのフロー キューでキューにいれられたすべてのパケットが WRED 平均キューサイズを計算
するのに使用されます。 現在のキューサイズにこの設定で上限がないので、no buffer drops のた
めの機会は高いです（Cisco バグ ID CSCsm94757 を参照して下さい）。

class-default へ帯域幅を追加することは前HQF 動作で説明されていた動作という結果に- 「
帯域幅」指揮 班で設定されたユーザー定義クラス終ります。

●

class class-default へ帯域幅およびランダム検出を追加することは前HQF 動作の前HQF 「帯
域幅[+] ランダム検出」動作 セクションで説明されていた動作という結果に- 「帯域幅」コマ
ンドで設定されたユーザー定義クラス終ります。

●

注: 前HQF では、帯域幅は class-default の fair-queue と共存できません。

HQF 動作

HQF では、FIFO キューへのクラス デフォルト デフォルトはユーザー定義クラスから残りのアロ
ケーションに基づいて擬似帯域予約割り当てられ。 そのように、HQF class class-default デフォ
ルトの動作のために、HQF 動作を- 「帯域幅」指揮 班で設定されるユーザー定義クラス参照して
下さい。 いつも、設定に関係なく、HQF イメージの class class-default にユーザー定義クラスに
よって消費されなかった未使用インターフェイス帯域幅と等しい暗示帯域予約が常にあります。
デフォルトで、クラスデフォルト クラスはインターフェイスまたは親図形帯域幅の最低 1% を受
け取ります。 明示的にクラス デフォルトの帯域幅 CLI を設定することもまた可能性のあるです
。



fair-queue が class class-default で設定される場合、動作は HQF 動作の HQF 「帯域幅[+]
fair-queue」動作 セクションと- 「帯域幅」コマンドで設定されるユーザー定義クラス一致し
ます。

●

fair-queue およびランダム検出が Class-Default で同時に設定される場合、動作は HQF 動作
の HQF 「帯域幅[+] ランダム検出 [+] fair-queue」動作 セクションと- 「帯域幅」コマンドで
設定されるユーザー定義クラス一致します。

●

関連情報

Cisco IOS Quality of Service ソリューション コンフィギュレーション ガイド、リリース
12.2SR

●

QoS------階層的 な キューイング フレームワーク（HQF）●

QoS に関するサポート ページ●

ルータ製品のサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/ios/qos/configuration/guide/12_2sr/qos_12_2sr_book/cls_bsd_policing.html
/content/en/us/td/docs/ios/qos/configuration/guide/12_2sr/qos_12_2sr_book/cls_bsd_policing.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/tech/quality-of-service-qos/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/routers/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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