
目次

概要
EPS 所有者 QoS プロファイル
基本的な QoS 機能 サポート
APN-AMBR 適用サポート
デフォルト所有者 QOS 適用サポート
SDF （PCC ルール）レベル適用サポート
DSCP マーキング サポート
所有者バインディング サポート
Cisco サポート コミュニティ - 特集対話

概要

この技術情報は Cisco の Quality of Service （QoS） サポートの簡潔な概要が集約しましたサー
ビス ルータ（ASR） 5x00 パケット ゲートウェイ（PGW）を示されます。 QOS 適用サポートは
PGW が展開させたパケット コア（EPC）ネットワークでサポートする必要がある重要な機能の
1 つです。 対応 PGW spec でサポートされる必要がある QoS の複数の側面があります。 展開さ
せたパケット システム（EPS）所有者は EPC および他のアクセス タイプの所有者レベル QoS
制御のための細かさのレベルです。

EPS 所有者 QoS プロファイル

EPS 所有者 QoS プロファイルはパラメータ QCI、ARP、GBR および MBR が含まれています。
各 EPS 所有者は次の所有者レベル QoSパラメータと（GBR および非GBR）関連付けられます:

QoS クラス識別子（QCI）: QCI はので所有者水平なパケット転送相違（例えばスケジューリン
グ重み、許可しきい値、待 ち 行列管理しきい値、リンク層プロトコル 設定、等）を制御する、
アクセス ノード（例えば eNodeB）を所有しているオペレータによって前もって構成されアクセ
ス ノード固有のパラメータへの参照使用するスカラーです。 標準化された特性への標準化された
QCI 値の 1対1マッピングはキャプチャ された 技術仕様（TS） 23.203 です。

アロケーションおよび保持 優先順位（ARP）: ARP はプライオリティレベル（スカラー）、先買
機能（フラグ）および先買脆弱性（フラグ）についての情報が含まれています。 ARP の第一の
目的は所有者確立/修正要求が受け入れることができるまたはリソース制限（GBR 所有者のため
のふつう利用できる無線キャパシティ）が拒否された原因である必要べきですかどうか決定する
。 ARP ありますまた QCI と共に所有者バインディングのために使用されてでポリシーおよび満
たします適用機能（）/ポリシーおよび充満ルール機能（PCRF） PCEF。 所有者バインディング
は特定の EPS 所有者へポリシーを結合 し、制御（PCC）を満たすことのプロセス-ルールです。

保証されたビットレート（GBR）: GBR 所有者だけに適当。 GBR は GBR 所有者によって提供
されると期待することができるビットレートを表示します。 Radio Access Network （RAN）お
よびコアが所有者のために GBR を予約することが期待されます。

最大ビットレート（MBR）: GBR および非GBR 所有者両方に適当。 MBR は所有者によって提供
されると期待することができるビットレートを制限します（例えば過剰なトラフィックは比率 シ
ェーピング機能によって廃棄されるかもしれません）。 特定の GBR 所有者の MBR は GBR より
設定 された大きいかもしれません。



各アクセス ポイント ネーム アクセスは、ユーザ設備によって次の QoSパラメータと、関連付け
られます:

APN 集約最大ビットレート（APN-AMBR）ごと: それは同じ APN のすべてのパケット データ ネ
ットワーク（PDN）接続の GBR 所有者すべてを渡って非提供されると期待することができる集
約ビットレートを制限します。 PGW はダウンリンクの APN AMBR を実施します。 アップリン
クの APN AMBR の適用は UE とその上に PGW で行われます。

各 UE は次の所有者総合レベル QoSパラメータと関連付けられます:

UE 集約最大ビットレート（UE-AMBR）ごと: 夫人はすべてのアクティブ APN の APN-AMBR の
合計に UE-AMBR を設定 するか。定期講読された UE-AMBR の値までの s。 UE-AMBR は UE の
すべての非GBR 所有者を渡って提供されると期待することができる集約ビットレートを制限しま
す（例えば過剰なトラフィックは比率 シェーピング機能によって廃棄されるかもしれません）。
4G はアップリンクおよびダウンリンクの UE AMBR を実施します。

UE-AMBR/APN-AMBR は所有者のグループごとのトラフィックのビットレートを表示するが、
GBR および MBR は所有者 1 人あたりのトラフィックのビットレートを表示します。  UE-
AMBR/APN-AMBR は所有者のグループごとのトラフィックのビットレートを表示するが、GBR
および MBR は所有者 1 人あたりのトラフィックのビットレートを表示します。 それらの QoSパ
ラメータのそれぞれにアップリンクおよびダウンリンク コンポーネントがあります。

GBR 所有者に関しては、所有者 QOS 情報 Element（IE）は（で/アップデート所有者 REQUEST
メッセージ作成して下さい）所有者両方レベル GBR および MBR データ レートを運びます（技
術的な Specification（TS）によって 23.401 は、4.7.3） 秒、所有者 Resource コマンド
（BRC）プロシージャのフロー QOS IE データ レートだけ GBR 運ぶことができます（TS
23.401 によって、5.4.5） 秒。 GBR 所有者によって関連付けられた各 PCC ルールに PCC ルー
ル レベル GBR および専有物の MBR データ レートがあります。 所有者レベル MBR および EPS
所有者のための GBR データ レートはその EPS 所有者によって関連付けられる PCC ルールの対
応する MBR および GBR データ レートの上の追加によって得られます。

非GBR 所有者に関しては、GBR データ レートは適用されないです、所有者 QOS IE はゼロとし
て MBR データ レートを常に運びます（4.7.3） TS 23.401 に、秒、および BRC プロシージャの
フロー QOS IE によって MBR データ レートがありますゼロとして（TS 23.401 によって、
5.4.5） 秒。 非GBR 所有者 APN-AMBR の場合データ レートは複数の所有者によってそこにです
所有者 MBR データ レートごとのそのように別途共有することができません。 非GBR 所有者に
よって関連付けられた各 PCC ルールに専有物の PCC ルール レベル MBR データ レートがあり
ます。

基本的な QoS 機能 サポート

APN-AMBR データ レート適用サポート。●

デフォルト所有者 QOS 適用サポート。●

サービス データ Flow（SDF） （PCC ルール）レベル データ レート適用サポート。●

差別化サービス コード point（DSCP）マーキング サポート。●

所有者バインディング サポート。●

APN-AMBR 適用サポート

APN AMBR はホーム サブスクライバ Server（HSS）で APN ごとに保存されるサブスクリプシ
ョン パラメータです。 Gateway（SGW）を動作しているモビリティ 管理 Entity（MME）/はデフ



ォルト所有者確立/GnGp によって handoff/HSS 始められる QOS 修正プロシージャの間に APN-
AMBR を提供します。 この APN-AMBR は PCRF とそれから承認されます。 PGW はそれから最
終的に PCRF によって承認される APN-AMBR データ レートを実施します。 APN-AMBR は同じ
APN のすべての PDN 接続の GBR 所有者すべてを渡って非提供されると期待することができる
集約ビットレートを制限します。 それらの非 GBR 所有者のそれぞれは例えば可能性としては全
体の APN AMBR を利用する可能性があります他の非 GBR 所有者がトラフィックを運ばないとき
。 PGW はダウンリンクおよびアップリンク方向の APN AMBR を実施します。

Gx によって、PGW 名誉 PCRF 承認された APN-AMBR 値常に有効に なりました。 APN-AMBR
値が PCRF の Gx 再許可で受け取られない場合、PCRF からの最後の受け取った APN-AMBR 値
は PGW によって実施されます

Cisco ASR5x00 PGW では、APN-AMBR 適用は基礎使用毎APN に有効に することができますか
。apn-ambr レート制限か。 PGW の APN コンフィギュレーションモードの CLI。

構文

使用方法：

保証されたビットレート（GBR）がない所有者の APN のための AMBR を実施するのにこのコマ
ンドを使用して下さい。

例：

次のコマンドは 2 秒の自動再調整期間を使用するためにダウンリンク バースト レートを設定 し
、パケットの違反の IP 優先順位を下げます:

注： 詳細についてはこの CLI で PGW 構成ガイドを参照して下さい

デフォルト所有者 QOS 適用サポート

デフォルト所有者 QOS は PDN のデフォルト所有者上のトラフィック フローに適用される QOS
を表します。 デフォルト所有者 QOS ヒントは QCI および ARP が含まれています。 そこの非
GBR 所有者であるデフォルト所有者は所有者レベル QOS と関連付けられる所有者レベル データ
レートではないです。 APN-AMBR は適当所有者をディフォルトするためにで、それのためのそ
のサブスクライバの他の非GBR 所有者によって APN 共有されます。

PGW は PCRF かローカル ポリシーによって承認されるデフォルト所有者 QOS を実施します。
Gx かローカル ポリシーが有効に ならない場合、要求されたデフォルト所有者 QOS は PGW で
実施されます。 デフォルト所有者を実施するための PGW サポートは Gx またはローカル ポリシ
ー上のデフォルト所有者 QOS （DEFAULT-EPS-BEARER-QOS-CHANGE イベント トリガーま
たは他の）のための対応したイベント トリガーとの APN-AMBR 適用サポートに類似した、です
。

SDF （PCC ルール）レベル適用サポート

Cisco ASR5x00 PGW は 3GPP spec に TS 23.203 及び TS 29.212 基づいて第 3 世代別パートナ
ーシップ プロジェクト（3GPP）基づいた PCC フレームワークと対応である PCEF 機能性をサ
ポートします。 PCEF 機能性 サポートの一部として、SDF または PCC ルール レベルの PGW
サポート ポリシーにおよび充満コントロールはおよび PCRF サーバの相互対話の Gx インターフ
ェイスのためのサポートがあります。 PGW サポート PCEF は IPCAN セッション型 3GPP-EPS



のための PCC ルールの所有者バインディングを基づかせていました。 Cisco ASR5x00 PGW が
対応下記のものでであること PCC フレームワーク設計者は下記にあります:

PGW で SDF レベル ポリシングごとの PCRF によって、インストールされるダイナミック PCC
ルールに関しては PCC ルール レベル QOS データ レートに基づく応用はあります。 このダイナ
ミック PCC ルールを見つけるトラフィックは PCC ルール MBR データ レートに関してポリシン
グが行われます。 設定された MBR を超過するどのパケットでも廃棄されます。 ポリシングは水
平なフローのトークン数の維持によって実現します。

静的なルールか PCRF に関してはあらかじめ定義されたルールを、PGW （PCEF）充満操作で
設定されたフロー制限に基づいて SDF レベルで適用された ITC （インテリジェントなトラフィ
ック制御）ポリシングを持つ可能性がありますアクティブにしました。 設定してフロー制限をも
らう充満操作を用いるこれらのルールを見つけるトラフィックはこれらのフロー限界値でポリシ
ングが行われます。静的な、あらかじめ定義されたルールに関してはポリシングは MBR および
GBR 両方（該当する場合）データ レートのために行われます。 しきい値によっては充満操作で
設定されるオプションを（violate-action <value> か exceed-action <value>）、パケット廃棄され
ます超過すれば TOS はゼロにマークし直されました。 ポリシングはコンテンツ ID レベルのトー
クン数の維持によって実現します。

充満操作の ITC ポリシング 機能性を設定するための CLI は次の通りです:

注 SDF レベル ポリシングの場合バースト サイズは固定サイズでしか設定することができません
。 オプションを提供されます自動再調整しないで下さい。

DSCP マーキング サポート

PGW は EPS 所有者に送信されるデータパケットの DSCP マーキングをサポートします。
DSCP レベルは特定のトラフィックパターンにデータパケットが優位に従って渡されるようにす
るために指定することができますか。再タグ付けされた。 DifServ マークは S5/S8/SGi インター
フェイスに送信される各サブスクライバーのデータ パケットの IP ヘッダーに加えられます。
IPv4 および IPv6 両方データパケットのための PGW サポート DSCP マーキング。 IP ヘッダー



の DSCP マーキングは IETF RFC 2474 によってされます。

Cisco ASR5x00 では基づいて PGW は PGW で関連付けによって、DSCP マーキング 有効に な
ります

PGW service config の QCI-QOS 表かそれは基礎毎APN に APN で関連付けられる QCI 表優先し
ますコールのための設定することができます。 デフォルトで関連付けられる QCI-QOS マッピン
グテーブルがなければそうデフォルトで DSCP マーキングは PGW でディセーブルにされます。
QCI QoS マッピングテーブルが QoSパラメータを割り当てるために QCI 値をマッピング するの
に使用されています。

QCI-QOS マッピングテーブルが DSCP マーキング構成を設定するのに使用されています。 アッ
プリンク/ダウンリンク方向の QCI の DSCP マーキング構成のための CLI は（数字）下記にあり
ます:

構文

次に、例を示します。

CLI の上で各 QCI （1-9 の標準範囲）と各方向のために設定されます（アップリンクかダウンリ
ンク）。 デフォルトで方向の QCI のために存在 するどの構成でもそれからあらゆる DSCP マー
キング行われません、DSCP マーキングを有効に するために従って明示的 な構成は必要です。
この CLI を使用する DSCP 値を両方の外側（トンネル IP ヘッダー使用のためにマークされるた
めに設定できますか。encaps ヘッダか。 オプション） IP ヘッダーや内側の（ペイロード IP ヘ
ッダー使用でマークされるべき DSCP 値か。userdatagram か。 トンネルパケットのオプション
） IP ヘッダー。 内側のを設定できます（使用するコピーするために外ヘッダの場合マークする
ことはか。COPY（ビット 0）内側のか。 オプション） IP ヘッダ DSCP マーキングか仕様値
（使用するか。DSCP マーキングか。 オプション）。 アップリンク方向ではトンネルは IP-in-
IP、GRE または他のような SGi トンネルである可能性があります。 ダウンリンク方向でトンネ
ルは S5/S8/Gn インターフェイスの GTPU トンネルです。

DSCP マーキングを行う充満操作を設定するための CLI は次の通りです:

所有者バインディング サポート

Cisco ASR5x00 PGW は 3GPP spec に TS 23.203 及び TS 29.212 基づいて 3GPP によって基づ
く PCC フレームワークと対応である PCEF 機能性をサポートします

従って PCEF SDF または PCC ルール水平なポリシーおよび充満適用、サポート フロー ベース
QOS および充満適用をサポートする必要がありますそれであることは。 これに加えて、PGW は
また所有者バインディング 機能をサポートする必要があります。 所有者バインディングは特定の
所有者へバインディング PCC ルールのプロセスです。 EPS に関しては、PGW は IPCAN セッシ
ョン型 3GPP EPS のための所有者バインディング PCEF を基づいてサポートする必要がありま
す。 PCEF では基づいて所有者バインディングは、PCRF 所有者に気づいていなく、所有者にそ
れを結合 する PCEF にちょうど PCC ルールを提供します。 PGW （PCEF）はこの PGW に基
づいて PCRF/アップデート/無効にするからディレクティブを PCC ルール、アクティブになるた
めに受け取りましたりそしてどちらかに要求を始められる PGW を使用する EPS 所有者が作成し
たり/アップデート/削除所有者手順作成しましたり/アップデート/削除生成します。

PGW で、アクティブになる各 PCC ルールは PCRF から QCI が GBR QCI である場合） QCI が
他に非GBR QCI MBR および GBR 両方である場合、QCI、ARP およびデータ レート（MBR だ
け含まれている自身の PCC ルール レベル QOS との届きます。 各 EPS 所有者は QCI+ARP を組



み合わせて識別されます。 所有者バインディングの間に識別されるルールを結合 する候補所有者
は所有者 QCI+ARP が PCC ルールのそれと一致するかどうか基づいていました。

新しい PCC ルールは次の方法の所有者バインディング 機能によって所有者に結合 されます:

 そこに既に QCI+ARP が PCC ルール QCI+ARP と一致する所有者を存在 して、その所有者
は PCC ルールを区切るために選択されます。 この場合 PGW によって始められるアップデ
ート所有者プロシージャはそれが GBR 所有者そしてなら所有者にこの PCC ルールに関して
パケットフィルタを追加するために GBR および MBR データ レートです付加 GBR およびこ
の新しい PCC ルールのために必要とされる MBR データ レートによって更新済引き起こさ
れ。 非GBR のために、非GBR 所有者のための所有者レベル MBR データ レートに対してい
いえないので、どの MBR データ レート変更でも運ばれません。

●

QCI+ARP が PCC ルールのそれに一致する既存の所有者がなければ、PGW は始められる
PGW を作成します新しい QCI+ARP 組み合せで新しい所有者を作成するために所有者プロシ
ージャを引き起こします。

●


