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概要

この資料はトランスミッション コントロール プロトコル（TCP） 最適化 機能 IOS ® XE SD-
WAN ルータを on Cisco 説明したものです、尊厳な 2019 の 16.12 リリースで導入された。 カバ
ーされるトピックは Viptela OS （vEdge）および XE SD-WAN （cEdge）間の TCP 最適化 アル
ゴリズムの前提条件、問題の説明、ソリューション、違い、関連文書の設定、確認およびリスト
です。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント 

この 文書に記載されている 情報は基づいた on Cisco IOS ® XE SD-WAN です。

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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



問題

2 つの SD-WAN 側間の WAN リンクの高い レイテンシーにより悪いアプリケ− ションパフォーマ
ンスを引き起こします。 最適化する必要がある重要な TCPトラフィックがあります。

解決策

TCP 最適化 機能を使用するとき、2 つの SD-WAN サイト間の重要な TCP フローのための平均
TCP スループットを改善します。

cEdge ボトルネック帯域幅の TCP 最適化とラウンド トリップ（BBR）と vEdge の間で外観の外
観および違いを奪取 して下さい（立方）

ファースト BBR 伝播時間アルゴリズムは XE SD-WAN 実装で使用されます（cEdge で）。

Viptela OS （vEdge）に CUBIC と呼ばれる別、より古いアルゴリズムがあります。

立方主にパケットロスを考慮事項に運び、異なるクライアント オペレーティング システムを渡っ
て広く設定されます。 Windows に、Linux、MacOS、Android 既に立方組み込みがあっています
。 場合によっては立方なしで TCP スタックを実行している古いクライアントがあるところで
vEdge の TCP 最適化を有効に することは機能強化を持って来ます。 例の 1 つが、寄与される
vEdge TCP 立方最適化 かなりの遅延/ドロップが生じる古いクライアント ホストおよび WAN リ
ンクを使用する潜水艦にある。 ことに立方 vEdge だけ 1000 および vEdge 2000 サポート TCP
注目して下さい。

BBR はラウンドトリップ時間およびレイテンシーに主に焦点を合わせます。 ないパケットロス
で。 東海岸にまた更に公衆インターネットを渡るヨーロッパに西米国からパケットを送信する場
合、ケースの大半でパケットロスを見ません。 公衆インターネットはパケットロスの点では時々
余りによいです。 しかし見るものは、遅延/レイテンシーです。 そしてこの問題は 2016 年に
Google によって開発された BBR によって当たります。

簡潔に言えば、BBR は各確認応答（ACK）および更新最大帯域幅（BW）および最小 Round Trip
Time （RTT）のネットワークおよび外観を模倣します。 それから送るコントロールはモデルに
基づいています: 最大値 BW および最小値 RTT のプローブは推定 BW の近くで、同期を取り、飛
行中近い帯域幅遅延プロダクト（BDP）を保存します。 主な目標は小さいボトルネック キュー
の高い スループットを確認することです。

マーク Claypool からのこのスライドは立方エリアを操作します示します:

http://web.cs.wpi.edu/~claypool/papers/bbr-prime/


マーク Claypool からのこのスライドでまた示されている BBR はよりよいインポートで動作しま
す、
:

BBR アルゴリズムについて詳細を読みたいと思う場合 bbr 開発メーリングリスト ホームページ
の上でここにリンクされる BBR についての複数の出版物を見つけることができます。

要約

プラットフォーム及びアルゴリズム キー入力パラメータ 使用例

cEdge （XE SD-WAN）: BBR RTT/Latency 2 つの SD-WAN サイト間の重要な
TCPトラフィック

vEdge （Viptela OS）: CUBICP パケット損失 TCP 最適化のない古いクライアント

https://groups.google.com/forum/#!forum/bbr-dev


サポートされた XE SD-WAN プラットフォーム

XE SD-WAN SW リリース 16.12.1d では、これらの cEdge プラットフォーム サポート TCP
Opmitization BBR:

ISR4331●

ISR4351●

8 vCPU および min. 8 GB RAM の CSR1000v●

警告

DRAM のすべてのプラットフォームはより少しより 8 GB RAM 現在サポートされません。●

4 つのまたはより少ないデータ コアのすべてのプラットフォームは現在サポートされません
。

●

TCP 最適化は MTU 2000 をサポートしません。●

現在 IPv6 トラフィックのための-サポート無し。●

サポートされないサード パーティ BBR サーバへの DIA トラフィックのための最適化。 両側
の cEdge SD-WAN ルータがある必要があります。

●

現在 データセンタ シナリオでは、1 つの Service Node だけ（SN） 1 コントロール ノード
（CN）ごとにサポートされます。

●

注: ASR1k は現在 TCP 最適化をサポートしません。 ただし、ASR1k のためのソリューシ
ョンが AppNav トンネル（カプセル化される GRE）によって最適化のための外部 CSR1kv
へ、ASR1k 送信 TCPトラフィックある。 現在（2019 年 11 月）外部サービス ノードとし
て 1 CSR1k だけサポートされます。 これはコンフィギュレーションセクションの記述され
ていた以降です。

この表はリリースごとの警告を要約し、サポートされたハードウェアプラットフォームに下線を
引いたものです:

シナリオ 使用例 16.12.1 17.2.1 17.3.1 17.4.1 コメント

ブランチにインター
ネット

DIA なし Yes はい はい

16.12.1 AppQoE で FIA
はインターネットインタ
ーフェイスで有効に なり
ません

SAAS なし Yes はい はい

16.12.1 AppQoE で FIA
はインターネットインタ
ーフェイスで有効に なり
ません

ブランチに DC

単一 エッジルータ なし なし EFT はい 多重 SN をサポートする
必要

複数のエッジルー
タ なし なし EFT はい

必要は対称または
Appnav フロー同期化フ
ローします。 とテストさ
れない 16.12.1  

複数の SN なし なし EFT はい 多重 SN IP を受け入れる
vManage 機能拡張

ブランチ ツー ブラ
ンチ

フル メッシュ メッ
シュ・ネットワー
ク
（スポーク間）

はい はい はい はい



ハブ・アンド・ス
ポーク
（スポーク ハブ ス
ポーク）

No はい はい はい

BBR サポート TCP は BBR と選
択します 部分的 部分的 フル フル

プラットフォーム サポートされるプ
ラットフォーム

4300 だけ
及び CSR

すべて
ISR1100
を除いて

all all

設定

SN および CN の概念は TCP 最適化のために使用されます:

TCP フローの実際の最適化に責任がある SN はデーモンです。●

CN は AppNav コントローラとして知られ、SN に出入するトラフィック選択および転送する
に責任があります。

●

SN および CN は同一ルータでまたは異なるノードとして分けられて動作できます。

2 つの主な用途ケースがあります:

同じ ISR4k ルータで動作する SN および CN のブランチ 使用例。1.
CN が ASR1k および SN で動作するデータセンタ 使用例は別途の CSR1000v 仮想ルータで
、動作します。

2.

ユース ケースは両方ともこのセクションに説明があります。

使用例 ブランチの 1.設定 TCP 最適化（すべて 1 つの cEdge で）

このイメージはブランチで単一スタンドアロン オプションのための全面的な内部アーキテクチャ
を示します:



ステップ 1 TCP 最適化を設定するために、vManage の TCP 最適化のための機能 テンプレート
を作成する必要があります。 設定 > テンプレート > 機能 テンプレートへのナビゲート > 他のテ
ンプレート > イメージに示すように AppQoE。



ステップ 2.追加テンプレートの下で適切なデバイス テンプレートに AppQoE 機能 テンプレート
を追加して下さい:



テンプレート 設定の CLI プレビューはここにあります:

service-insertion service-node-group appqoe SNG-APPQOE

service-node 192.3.3.2

!

service-insertion appnav-controller-group appqoe ACG-APPQOE

appnav-controller 192.3.3.1

!

service-insertion service-context appqoe/1

appnav-controller-group ACG-APPQOE

service-node-group SNG-APPQOE

vrf global

enable

! !

interface VirtualPortGroup2

ip address 192.3.3.1 255.255.255.0

no mop enabled

no mop sysid

service-insertion appqoe

!

ステップ 3.最適化のための興味深い TCPトラフィックの定義で中央集中型データ ポリシーを作
成して下さい。

以下に例を示します。 このデータ ポリシーは IPプレフィックス 10.0.0.0/8 と、送信元 および 宛
先アドレスが含まれている、一致しそれのための TCP 最適化を有効に します:



vSmart ポリシーの CLI プレビューはここにあります:

policy

 data-policy _vpn-list-vpn1_TCPOpt_1758410684

  vpn-list vpn-list-vpn1

    sequence 1

     match

      destination-ip 10.0.0.0/8

     !

     action accept

      tcp-optimization

     !

    !

  default-action accept

 !

 lists

  site-list TCPOpt-sites

   site-id 211

   site-id 212

  !

  vpn-list vpn-list-vpn1

   vpn 1

  !

 !

!

apply-policy

 site-list TCPOpt-sites

  data-policy _vpn-list-vpn1_TCPOpt_1758410684 all

 !

!

外部 SN のデータセンタの使用例 2.設定 TCP 最適化

ブランチ 使用例への主な違いは SN および CN の物理的 な 分離です。 オールインワン ブランチ
使用例では、接続は仮想ポート グループインターフェイスを使用して同一ルータの内で行われま



す。 データセンタ 使用例では、CN として機能する SN として動作する ASR1k と外部 CSR1k
間に AppNav カプセル化 （GRE） される トンネルがあります。 専用 リンクのための必要があ
りませんまたは CN と外部 SN 間の相互接続は、簡易 IP 到達可能性十分です。

SN に対して AppNav 1 （GRE）トンネルがあります。 複数の SN がサポートされるところで今
後使用できるように、CN と SN 間のネットワークのために /28 サブネットを使用することを推
奨します。

2 NIC は SN として機能する CSR1k で推奨されます。 第 2 SD-WAN コントローラ用の NIC は
SN が vManage によって設定される/管理されなければならない場合必要です。 SN が手動で設定
されることを/管理される筈である場合第 2 NIC はオプションです。

このイメージは Service Node SN として CN および CSR1kv として動作するデータセンタ
ASR1k を示します:

ASR1k および外部 CSR1k のデータセンタ 使用例のためのトポロジーはここに示されています:



この AppQoE 機能 テンプレートはコントローラで設定される ASR1k を示します:

外部 Service Node で設定される CSR1k はここに示されています:



フェールオーバー ケース

外部 CSR1k 失敗の場合には SN として、機能する CSR1k のデータセンタ 使用例のフェールオ
ーバー:

TCP セッションは既にあっている SN の TCP セッションが終了されるので失われます。●

新しい TCP セッションは最終 宛先に送信 されますが、TCPトラフィックは最適化されませ
ん（バイパス）。

●

SN 失敗の場合には関連 トラフィックのためにブラックホールに陥ること。●

フェールオーバー 検出は 1 つの音毎秒である AppNav ハートビートに基づいています。 3 また
は 4 エラーの後で、トンネルはとして宣言されます。

ブランチ 使用例のフェールオーバーは類似したです、トラフィックは宛先に- SN 失敗の場合には
…非最適化しました直接送信 されます。

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

この CLI コマンドの使用の CLI の TCP 最適化を確認し、最適化されたフローの要約を参照して
下さい:

BR11-CSR1k#show plat hardware qfp active feature sdwan datapath appqoe summary

TCPOPT summary

----------------

  optimized flows    : 2

  expired flows      : 6033

  matched flows      : 0

  divert pkts        : 0

  bypass pkts        : 0

  drop pkts          : 0

  inject pkts        : 20959382



  error pkts         : 88

BR11-CSR1k#

この出力は最適化されたフローについての詳細な情報を与えたものです:

BR11-CSR1k#show platform hardware qfp active flow fos-to-print all

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     GLOBAL CFT  ~  Max Flows:2000000   Buckets Num:4000000

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Filtering parameters:

    IP1 : ANY

    Port1 : ANY

    IP2 : ANY

    Port2 : ANY

    Vrf id : ANY

    Application: ANY

    TC id: ANY

    DST    Interface id: ANY

    L3 protocol : IPV4/IPV6

    L4 protocol : TCP/UDP/ICMP/ICMPV6

    Flow type : ANY

Output parameters:

    Print CFT internal data ? No

    Only print summary ? No

    Asymmetric : ANY

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

keyID: SrcIP SrcPort DstIP DstPort L3-Protocol L4-Protocol vrfID

==================================================================

   key #0: 192.168.25.254 26113 192.168.25.11 22 IPv4 TCP 3

   key #1: 192.168.25.11 22 192.168.25.254 26113 IPv4 TCP 3

==================================================================

   key #0: 192.168.25.254 26173 192.168.25.11 22 IPv4 TCP 3

   key #1: 192.168.25.11 22 192.168.25.254 26173 IPv4 TCP 3

==================================================================

   key #0: 10.212.1.10 52255 10.211.1.10 8089 IPv4 TCP 2

   key #1: 10.211.1.10 8089 10.212.1.10 52255 IPv4 TCP 2

Data for FO with id: 2

-------------------------

appqoe: flow action DIVERT, svc_idx 0, divert pkt_cnt 1, bypass pkt_cnt 0, drop pkt_cnt 0,

inject pkt_cnt 1, error pkt_cnt 0, ingress_intf Tunnel2, egress_intf GigabitEthernet3

==================================================================

   key #0: 10.212.1.10 52254 10.211.1.10 8089 IPv4 TCP 2

   key #1: 10.211.1.10 8089 10.212.1.10 52254 IPv4 TCP 2

Data for FO with id: 2

-------------------------

appqoe: flow action DIVERT, svc_idx 0, divert pkt_cnt 158, bypass pkt_cnt 0, drop pkt_cnt 0,

inject pkt_cnt 243, error pkt_cnt 0, ingress_intf Tunnel2, egress_intf GigabitEthernet3

==================================================================

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

           Number of flows that passed filter: 4

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                       FLOWS DUMP DONE.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BR11-CSR1k#

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。



関連情報

Cisco IOS XE SD-WAN リリース 16.12.x に関するリリース ノート●

Cisco SD-WAN はリリースします 19.1 を、19.2 -設定 TCP 最適化 ガイド●

vEdge のための Cisco SD-WAN 設定 TCP 最適化●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/routers/sdwan/release/notes/xe-16-12/ios-xe-sd-wan-re-notes-16-12.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/routers/sdwan/configuration/Network-Optimization-and-High-Availability/Network-Optimization-High-Availability-book/b_Network-Optimization-and-HA_chapter_00.html#concept_wy4_ztr_13b
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/Network_Optimization/02Configuring_TCP_Optimization
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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