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はじめに

この文書では、ジッタについて説明し、ジッタの測定方法と補正方法を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は次のトピックについて理解している必要があります。

基本的な Cisco IOS® の音声設定●

Quality of Service（QoS）の基本的な知識●

使用するコンポーネント

この文書の情報は、Cisco IOS 音声ゲートウェイとルータに適用できます。

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。 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。

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。

パケットボイスネットワークのジッタ

ジッターは、受信パケットの遅延の変動として定義されます。 送信側では、パケットはパケット
間隔が均一な連続ストリームとして送信されます。 ネットワークの輻輳、不適切なキューイング
、または設定エラーが原因で、この安定したストリームにむらが生じたり、各パケットの遅延が
一定ではなくばらつきが生じたりすることがあります。

次の図は、パケットの安定したストリームがどのように処理されるかを示しています。

Voice over IP（VoIP）の Real-Time Protocol（RTP）音声ストリームをルータが受信する際にジ
ッタがある場合は、それを補正する必要があります。 この機能は、再生遅延バッファというメカ
ニズムで処理されます。 再生遅延バッファでは、これらのパケットをバッファ処理し、安定した
ストリームとして Digital Signal Processor（DSP; デジタル信号プロセッサ）に再生して、アナロ
グ音声ストリームに再変換されるようにします。 再生遅延バッファはジッタ解消バッファと呼ば
れることもあります。

次の図はジッタの処理方法を示しています。
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ジッタが大きすぎるために受信するパケットがこのバッファの範囲外になる場合、範囲外のパケ
ットが廃棄され、聞こえる音声にドロップアウトが発生します。 損失が 1 つのパケット程度で少
ない場合、DSP は予測した音声を挿入し、音声に問題は認識されません。 損失したパケットを
DSP で補正できる範囲をジッタが超えると、聞こえる音声に問題が発生します。

次の図は過度のジッタの処理方法を示しています。

ジッタの重大度の判別

過度のジッタが発生していることは、Cisco IOS で次のステップを実行すれば確認できます。



コールが確立してアクティブ状態になり、ジッタが疑われる場合は、関連するゲートウェイ
の 1 つに Telnet で接続します。

1.

Terminal Monitor を有効にして、Telnet セッションを通してコンソール メッセージを表示で
きるようにします。注: コンソール ポートに接続している場合、このステップは不要です。

2.

show voice call summary コマンドを入力します。 次のような出力が表示されます。
PORT         CODEC    VAD VTSP STATE            VPM STATE

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

1/0/0         -         -  -                     FXSLS_ONHOOK

1/0/1         g729r8    y  S_CONNECT             FXSLS_CONNECT

ジッタが発生しているコールを選択します。 この例では、1/0/1 です。

3.

この特定のコールを表示するために show voice call コマンドを入力します。この例では、
show voice call 1/0/1 となります。 コールを処理する DSP からの出力が次のように表示さ
れます。
1/0/1 vtsp level 0 state = S_CONNECT

vpm level 1 state = FXSLS_CONNECT

vpm level 0 state = S_UP

MS-2621-3B#     ***DSP VOICE VP_DELAY STATISTICS***

Clk Offset(ms): 0, Rx Delay Est(ms): 50

  Rx Delay Lo Water Mark(ms): 50, Rx Delay Hi Water Mark(ms): 7

***DSP VOICE VP_ERROR STATISTICS***

Predict Conceal(ms): 0, Interpolate Conceal(ms): 0

Silence Conceal(ms): 0, Retroact Mem Update(ms): 0

Buf Overflow Discard(ms): 0, Talkspurt Endpoint Detect Err: 0

***DSP VOICE RX STATISTICS***

Rx Vox/Fax Pkts: 1187, Rx Signal Pkts: 0, Rx Comfort Pkts: 0

Rx Dur(ms): 150200, Rx Vox Dur(ms): 23740, Rx Fax Dur(ms): 0

Rx Non-seq Pkts: 0, Rx Bad Hdr Pkts: 0

Rx Early Pkts: 0, Rx Late Pkts: 0

        ***DSP VOICE TX STATISTICS***

Tx Vox/Fax Pkts: 7129, Tx Sig Pkts: 0, Tx Comfort Pkts: 0

Tx Dur(ms): 150200, Tx Vox Dur(ms): 14259, Tx Fax Dur(ms): 0

        ***DSP VOICE ERROR STATISTICS***

Rx Pkt Drops(Invalid Header): 0, Tx Pkt Drops(HPI SAM Overflow): 0

        ***DSP LEVELS***

TDM Bus Levels(dBm0): Rx -54.5 from PBX/Phone, Tx -64.7 to PBX/Phone

TDM ACOM Levels(dBm0): +2.0, TDM ERL Level(dBm0): +9.9

TDM Bgd Levels(dBm0): -49.4, with activity being voice

4.

出力の ***DSP VOICE VP_ERROR STATISTICS*** セクションを確認してください。このセ
クションには、注意する必要のあるパラメータがいくつかあります。 メインのパラメータ
は、表示される [Buf Overflow Discard (ms)] の数です。 この数字は、再生遅延バッファの範
囲を超えた（廃棄された）パケットの数を示しています。 ある程度の値が表示されていて
も、値が継続的に増加していない限り問題はありません。 コールの初回開始時にオーバー
フローが発生することがありますが、この値は show voice call X/X/X コマンドが繰り返され
ても増加することはありません。 この数字は、過度のジッタを直接示しています。デフォ
ルトでこのバッファは、発生するジッタの量にあわせて動的に調整する適応モードで実行さ
れます（特定の地点まで）。 playout-delay コマンドを設定して、ジッタ解消バッファが動
的に動作するようデフォルトを変更します。 このバッファは固定モードに設定することも
できます。 そのようにすれば、ジッタに関する問題の一部を解決できる場合があります。
詳細については、Voice over IP の再生遅延の拡張機能を参照してください。

5.

ジッタの原因
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ジッタは、通常 IP ネットワーク上の輻輳によって発生します。 輻輳は、ルータ インターフェイ
スで発生する場合もあれば、回線のプロビジョニングが正しく行われていない場合にプロバイダ
ーや通信事業者のネットワークで発生する場合もあります。

カプセル化の際の考慮事項

回線の中でもルータ インターフェイスは直接制御できる場所なので、ルータインターフェイスで
ジッタを探し始めるのが最も簡単で最善の方法です。 ジッタのソースを追跡する方法は、ジッタ
が発生するリンクのカプセル化およびタイプによって大きく異なります。 一般に、ATM 回線に
は固定セルレートが使用されているので、正しく設定されていればジッタは発生しません。 その
ため、遅延は非常に一定しています。 ジッタが ATM 環境で発生する場合、ATM 設定の検査が必
要です。 ATM が正しく動作している（廃棄されたセルがない）場合は、ジッタは問題にならな
いと考えられます。 Point-to-Point Protocol（PPP）カプセル化では、ジッタの原因は、ほぼ常に
シリアル化遅延です。 この問題は、PPP リンクのLink Fragmentation and Interleaving（LFI）で
簡単に対応できます。 PPP では、本質的に PPP のエンドポイント同士が、間にスイッチのネッ
トワークを介さずに相互に直接会話します。 これにより、ネットワーク管理者は関連するすべて
のインターフェイスを制御できます。

フレーム リレー環境のジッタ

フレームリレー環境のジッタを発見するには、次の 3 つのパラメータに注意を払う必要がありま
す。

トラフィック シェーピング●

フラグメンテーション●

キューイング●

この設定に関連するサンプル設定および情報に関しては、QoS を実装したフレーム リレー上の
VoIPを参照してください。

トラフィック シェーピング

ルータから出て行くトラフィックが、通信事業者が提供する実際の Committed Information
Rate（CIR; 認定情報レート）にシェーピングされていることを確認する必要があります。 この
確認は、フレームリレー統計情報を見て、通信事業者と確認することによって行ってください。
まず最初に、フレームリレー統計情報を見ます。 show frame-relay pvc xx コマンドを使用します
。xx には Data-link Connection Identifier（DLCI; データリンク接続識別子）の番号を指定します
。 次のような出力を受信します。

PVC Statistics for interface Serial0/1 (Frame Relay DTE)

DLCI = 16, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/1.1

 input pkts 103611    output pkts 120054    in bytes 9909818

 out bytes 10962348    dropped pkts 0      in FECN pkts 0

 in BECN pkts 0       out FECN pkts 0     out BECN pkts 0

 in DE pkts 0        out DE pkts 0

 out bcast pkts 1366    out bcast bytes 448048

 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

 pvc create time 22:45:57, last time pvc status changed 22:45:57

 Queueing strategy: weighted fair

 Current fair queue configuration:
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  Discard Dynamic Reserved

  threshold queue count queue count

  64   16   0

 Output queue size 0/max total 600/drops 18303

 fragment type end-to-end fragment size 1600

 cir 20000 bc 1000 be 0 limit 125 interval 50

 mincir 20000 byte increment 125 BECN response no IF_CONG no

 frags 103356 bytes 9807006 frags delayed 67241 bytes delayed 7127120

 shaping active

 traffic shaping drops 18303

すべてのフィールドの詳細な説明は、show frame-relay pvc の説明を参照してください。

探査対象

このコマンドの出力では、フレーム ネットワークで輻輳が発生したかどうかを示す値に注意して
ください。 具体的には、Forward Explicit Congestion Notification（FECN; 順方向明示的輻輳通知
）、Backward Explicit Congestion Notification（BECN; 逆方向明示的輻輳通知）および Discard
Eligible（DE; 廃棄適性）の各パラメータに注意します。 入力パケットはシスコが送信するパケッ
トではないので、入力パケットだけに注意する必要があります。 これらの値のうち 1 つかそれ以
上が増加している場合があります。 この現象は、プロバイダーが使用するフレーム スイッチのタ
イプと設定によって異なります。 原則としては、フレーム リレー トラフィック シェーピングが
、回線と同じ CIR に対して設定されている場合、これらの値は増加することはありません。 これ
らの値が増加し、回線の正しい CIR と一致する場合、フレーム プロバイダーのネットワーク内の
何かが正しく設定されていません。

このような場合の一例として、CIR がゼロの回線を購入しているのにバースト値が設定されてい
る場合があります。 一部のプロバイダーでは、CIR がゼロの Permanent Virtual Circuit（PVC; 相
手先固定接続）を販売しています。 このような回線は、データ用には問題ありませんが、音声品
質に問題が発生します。 ゼロ CIR 接続からのコマンド出力を表示すると、DE または FECN パケ
ットの数と入力パケットの数は同じです。 さらに一歩進んで考えると、通信事業者が 128 kbps
になるようにプロビジョニングした PVC がある場合に、ルータの CIR が 512 kbps に設定されて
いると、これらのカウンタが（ゆっくりと）増加します。 表示されているのは、ルータ インター
フェイスに着信するパケットだけで、このレートは PVC の反対側にあるルータに設定されたト
ラフィック シェーピング パラメータで制御されていることに注意してください。 逆に、トラフ
ィック シェーピング パラメータがローカル エンドで設定される他のルータへの入力はユーザが
制御します。

通信事業者がプロビジョニングする PVC の CIR を超過しないようにすることは非常に重要です
。 この CIR より低く設定しても問題は起こりません。 しかし、超える場合は輻輳が発生します
。

このように輻輳が発生するのは、フレーム スイッチの特定の PVC に設定された CIR により、そ
のスイッチで（その PVC に）トラフィックが渡されるレートが決定されるからです。 実際に受
信するデータ レートがフレーム スイッチに設定された CIR を超えている場合は、CIR を超過し
たフレームをバッファ処理して、バッファ処理したパケットを転送するキャパシティが使用可能
になるまで保持しておく必要があります。 バッファリングされるパケットは、フレーム スイッチ
の DE ビット セットまたは FECN ビット セットを取得します。

いつものように、インターフェイスの統計情報を詳細に調査して、ドロップまたはエラーを探し
、すべてが物理層で正しく機能していることを確認することをお勧めします。 そのためには、
show interface コマンドを使用します。

ジッタとの関連についてですが、輻輳が発生し、一部のパケットをフレーム ネットワークでバッ
ファリングする必要がある場合、リモート ルータに到着するまでの遅延が長くなります。 ただし
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、輻輳が発生していない場合、通常予測される遅延時間で通過します。 その結果、リモート ルー
タで受信されるパケット間のデルタ時間にばらつきが生じることになります。 このようにジッタ
と関連していることがわかります。

フラグメンテーション

フラグメンテーションは、ジッタよりもシリアライゼーション遅延と関連しています。 ただし、
特定の条件下で、ジッタの原因となる場合があります。 フラグメンテーションは常に、音声をパ
ケット化する際に Frame Relay マップ クラスで設定される必要があります。 このパラメータを
設定すると、インターフェイスに 2 つの効果があります。 1 つ目の効果は、指定されたサイズよ
り大きいすべてのパケットがフラグメント化されることです。 2 番目の効果は、最初の効果ほど
目立ちませんが、同じくらい重要です。 フラグメンテーションが設定されているインターフェイ
スを調べると、このコマンドの効果を確認することができます。 フラグメンテーションがない場
合、show interface x コマンドの出力に示されるキューイング方式には、ファースト イン ファー
スト アウト（FIFO）キューイングが使用されていることがわかります。 一度フラグメンテーシ
ョンが Frame Relay マップ クラスに適用されると、このコマンドの出力では、キューイング方式
はデュアル FIFO として示されます。 このようにして、音声トラフィックに使用されるプライオ
リティ キューがインターフェイスに作成されます。 フラグメンテーション値を、QoS を実装し
たフレーム リレー上の VoIPドキュメントのフラグメンテーション セクション で推奨される値に
設定することを強くお勧めします。 推奨値を設定してもジッタの問題が継続する場合、音声の品
質が改善するまでフラグメンテーション値を少しずつ下げてください。

キューイング

このタイプの環境の VoIP トラフィックに使用するために一般に受け入れられているキューイン
グ方式は、次の 2 つです。

IP RTP プライオリティ キューイング●

低遅延キューイング●

これらの方式のどちらかを使用してください。両方は設定しないでください。 キューイングがド
キュメントに基づいた正しいものである場合、キューイングは正常に機能しており、問題は別の
場所にあると判断できます。 キューイングによって発生する遅延は比較的小さいので、キューイ
ングは一般的にジッタの原因とはなりません。 ただし、VoIP パケットが適切にキューイングさ
れず、同じ回線内にデータがある場合、ジッタが発生する場合があります。

結論

ジッタは、音声パケット遅延のばらつきです。 ある程度のジッタは、ルータ内の DSP で補正で
きますが、過度のジッタには対応できません。 その結果、音声品質が劣化します。 あるパケット
では回線のどこかでキューイングや遅延が発生していながら、それ以外のパケットではキューイ
ングや遅延が発生していないことが、ジッタの原因です。 これにより、遅延にばらつきが生じま
す。 ジッタは、ルータの設定ミスおよびキャリアまたはプロバイダーによる PVC 設定ミスの両
方によって発生する場合があります。

関連情報

音声に関する技術サポート●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●
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