Cisco CMTS ルータの DOCSIS WFQ スケジュー
ラ
DOCSIS WFQ スケジューラは、WAN アップリンク インターフェイスと DOCSIS ダウンストリー
ム インターフェイスの両方で出力のスケジューリング サービスを提供する出力パケット スケ
ジューラです。
機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ
れているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームと
ソフトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールに記載
されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合
は、このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検
索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://
tools.cisco.com/ITDIT/CFN/ からアクセスできます。http://www.cisco.com/ のアカウントは必要あり
ません。
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Cisco cBR シリーズ ルータに関するハードウェア互換性マトリクス

Cisco cBR シリーズ ルータに関するハードウェア互換性
マトリクス
（注）

Cisco IOS-XE の特定のリリースで追加されたハードウェア コンポーネントは、特に明記しな
い限り、以降のすべてのリリースでもサポートされます。

表 1：Cisco cBR シリーズ ルータに関するハードウェア互換性マトリクス

Cisco CMTS プラットフォーム

プロセッサ エンジン

インターフェイス カード

Cisco cBR-8 コンバージド ブ
ロードバンド ルータ

Cisco IOS-XE リリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco IOS-XE リリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8スーパーバイザ：

Cisco cBR-8 CCAP ライン カー
ド：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

• PID：CBR-RF-PIC
• PID：CBR-RF-PROT-PIC
• PID：
CBR-CCAP-LC-40G-R
Cisco cBR-8 ダウンストリーム
PHY モジュール：
• PID：CBR-D30-DS-MOD
• PID：CBR-D31-DS-MOD
Cisco cBR-8 アップストリーム
PHY モジュール：
• PID：CBR-D30-US-MOD
• PID：CBR-D31-US-MOD
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DOCSIS WFQ スケジューラの前提条件

DOCSIS WFQ スケジューラの前提条件
DOCSIS WFQ スケジューラ機能を使用するために、特別な装置やソフトウェアは必要ありませ
ん。

DOCSIS WFQ スケジューラの制限事項
• DBS 機能は DOCSIS 3.0 ダウンストリーム チャネル ボンディングにのみ適用されます。

DOCSIS WFQ スケジューラに関する情報
DOCSIS WFQ スケジュール エンジンの使用により出力パケットのスケジューリング サービスが
提供され、これには、Cisco cBR-8 コンバージド ブロードバンド ルータでの絶対プライオリティ
キューイング、重み付け均等化キューイング、最小レート保証、トラフィック シェーピング、お
よび DOCSIS ボンディング グループの動的帯域幅共有が含まれます。
DOCSIS WFQ スケジューラは、WAN アップリンク インターフェイスと DOCSIS ダウンストリー
ム インターフェイスの両方にサービスを提供します。WAN アップリンク インターフェイスのス
ケジューリング パラメータは、Modular QoS CLI（MQC）により設定されます。ケーブル ダウン
ストリーム インターフェイスの DOCSIS サービス フローのキューは、DOCSIS ダウンストリーム
QoS のタイプ、長さ、値（TLV）で設定されているパラメータにより作成されます。
（帯域が 150 Mbps 超の）DOCSIS サービス フローのデフォルト キュー サイズは、ケーブル ダウ
ンストリーム インターフェイスの帯域幅に基づきます（次の表を参照）。また、すべてのサービ
ス フローのキュー限度を、cablequeue-limit コマンド、サービス クラスにおけるバッファ サイズ、
またはダウンストリーム バッファ制御 TLV を使用して調整できます。

（注）

デフォルト キュー サイズの変更と cablequeue-limit コマンドは、DOCSIS の高プライオリティ
キューに影響しません。
次の表に、Annex B 256 QAM チャネルに基づくキュー サイズの例を示します。
表 2：帯域幅、キュー サイズ、キュー限度

チャネル

帯域幅
（Mbps）

デフォル
ト キュー
サイズ

キュー サイズ
1 ミリ秒

20 ミリ秒

30 ミリ秒

40 ミリ秒

200 ミリ秒

1

37.5

63

63

63

92

123

617

2

75

255

63

123

185

247

1235

3

112.5

255

63

185

277

370

1852
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キュー タイプ

チャネル

帯域幅
（Mbps）

デフォル
ト キュー
サイズ

キュー サイズ
1 ミリ秒

20 ミリ秒

30 ミリ秒

40 ミリ秒

200 ミリ秒

4

150

255

63

247

370

494

2470

5

187.5

319

63

308

463

617

3087

6

225

383

63

370

555

741

3705

7

262.5

447

63

432

648

864

4323

8

300

511

63

494

741

988

4940

12

450

767

63

741

1111

1482

7411

14

525

895

63

864

1296

1729

8646

16

600

1023

63

988

1482

1976

9881

DOCSIS WFQ スケジューラを使用すると、キュー スケーリングの限度を大幅に拡張できます。
次の項では、DOCSIS WFQ スケジューラ機能について説明します。

キュー タイプ
DOCSIS WFQ スケジューラ機能は、次のキュー タイプをサポートします。
• プライオリティ キュー
• CIR キュー
• ベスト エフォート キュー

プライオリティ キュー
プライオリティ キューは他のすべてのキューよりも絶対最優先で処理されます。DOCSIS ダウン
ストリーム インターフェイスでは、プライオリティ キューは、パケット ケーブル音声サービス
フローなどのプライオリティ サービス フローを要求する DOCSIS アプリケーションによって設定
されます。WAN アップリンク インターフェイスでは、プライオリティ キューは MQC ポリシー
マップによって設定されます。
プライオリティ キューには、次のような制約事項が適用されます。
• 1 つの WAN アップリンク インターフェイスに 1 つのプライオリティ キューのみ指定できま
す。
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DOCSIS QoS サポート

• 各 DOCSIS ダウンストリーム インターフェイス用に作成された低遅延サービス フローには、
1 つのプライオリティ キューのみ指定できます。
• DOCSIS ダウンストリーム上のすべての低遅延フローは、単一のプライオリティ キューに集
約されます。

CIR キュー
CIR キューは、少なくとも認定情報レート（CIR）を使用して処理されることが保証されます。
CIR キューは、ゼロ以外の最小予約レートで DOCSIS サービス フローを処理するために使用され
ます。CIR キューにかかる負荷が CIR 値を超えると、超過トラフィックは、ベスト エフォート型
トラフィックとして処理されます。

ベスト エフォート キュー
ベスト エフォート（BE）キューは、プライオリティ キューと CIR キューで使用されていないイ
ンターフェイス帯域幅を共有します。共有は各キューの過剰率に比例します。
BE キューには、次の条件が適用されます。
• DOCSIS ダウンストリーム インターフェイスでは、BE キューは最小予約レートを要求しな
い DOCSIS サービス フローによって作成されます。
• 最小予約レートを使用しない各 DOCSIS フローは、独自の BE キューを使用します。

DOCSIS QoS サポート
DOCSIS は、Quality of Service（QoS）パラメータを定義します。たとえば、トラフィックの優先
度、最大持続トラフィック レート、最小予約トラフィック レート、最大トラフィック バースト、
最大ダウンストリーム遅延、ピーク トラフィック レートがあります。
ダウンストリーム サービス フローは、目的の QoS を指定するために QoS パラメータを使用しま
す。ダウンストリーム ポリサーとスケジューラは、トラフィック シェーピング、帯域幅プロビ
ジョニング、トラフィックの優先順位付け、帯域幅保証などのサービスを提供します。
DOCSIS サービス フロー パラメータは、パケット キュー パラメータにマッピングされ、DOCSIS
パラメータをサポートするためにパケット キューの適切な QoS サポートとともに提供されます。
次の DOCSIS QoS パラメータがサポートされています。
• トラフィック プライオリティ
• 最大持続トラフィック レート
• 最小予約トラフィック レート
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DOCSIS QoS サポート

（注）

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/cbr/configuration/guide/b_cmts_quality_of_services/docsis_
wfq_scheduler.html#con_1085732で説明されているように、最大トラフィック バースト サイズ
およびピーク トラフィック レートがサポートされます。

トラフィック プライオリティ
ベストエフォート型トラフィックに使用可能なダウンストリームチャネルの帯域幅、つまりチャ
ネル帯域幅からプライオリティ トラフィックと CIR トラフィックが消費する分を除いた帯域幅
が、その DOCSIS トラフィック プライオリティに比例してベスト エフォート サービス フローに
割り当てられます。たとえば、特定の時点に同じダウンストリーム チャネルでパケットを送信す
るサービス フローが 3 つあり、DOCSIS トラフィック プライオリティがそれぞれ 0、1、3 である
場合、それらは 1:2:4 でチャネル帯域幅を共有することになります。この帯域幅割り当てを達成す
るため、DOCSIS プライオリティから得られる過剰率と呼ばれる値が各サービス フローに割り当
てられます。次の表に、DOCSIS プライオリティの過剰率へのデフォルト マッピングを示します。

（注）

フローのトラフィック プライオリティが明示的に指定されていない場合、DOCSIS 仕様により
デフォルトのプライオリティ値 0 が使用されます。
表 3：過剰率に対する DOCSIS プライオリティのマッピング

DOCSIS トラフィック プライオリティ

過剰率

0

4

1

8

2

12

3

16

4

20

5

24

6

28

7

32
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過剰率に対するカスタム DOCSIS プライオリティのマッピング
このオプションは、ダウンストリーム サービス フローの過剰率に対するカスタム プライオリティ
のマッピングを構成するために導入されました。このオプションは、上の表にリストされたデフォ
ルト マッピングを上書きするものです。

（注）

構成値は、構成の適用後に作成された新しいサービス フローに対してのみ使用されます。す
べての既存サービス フローは、以前の過剰率の値を維持します。
過剰率に対するプライオリティのマッピングを構成するオプションは、ダウンストリーム転送イ
ンターフェイス単位で使用でき、レガシーケーブル、ワイドバンドおよびモジュラケーブル、お
よび統合ケーブル インターフェイスに適用できます。
cable downstream qos wfq weights コマンドは、マッピングを設定するために使用されます。

最大持続トラフィック レート
最大持続トラフィック レート（MSR）は、サービス フローの最大情報レートを指定します。サー
ビス フローの MSR はパケット キューのシェープ レートにマッピングされます。最大持続トラ
フィックレートが指定されていないかまたはゼロに設定されている場合、そのトラフィックレー
トは DOCSIS 仕様で設定された物理チャネル容量のみに制限されます。

最小予約トラフィック レート
最小予約トラフィック レート（MRR）は、サービス フロー用に予約された最小レートを指定し
ます。サービス フローの MRR はパケット キューの CIR にマッピングされ、これによりキューが
輻輳時に取得する最小帯域幅量が保証されます。MRR が指定されていない場合、CIR は DOCSIS
仕様によりゼロに設定されます。

高優先度のトラフィック
高優先度のトラフィック フローは、データ転送インターフェイスの低遅延キュー（LLQ）にマッ
ピングされます。LLQ 内のパケットは、同じインターフェイスのその他のキューよりも絶対最優
先で処理されます。
次のサービス フローには高優先度のサービスが必要です。
• DOCSIS ダウンストリーム遅延 TLV がゼロより大きい値に設定されたサービス フロー。た
とえば、PacketCable Multimedia Specification（PCMM）の音声コール。
• PacketCable ダウンストリーム サービス フロー。
• アップストリーム フローが非送信請求許可サービス（UGS）タイプ（非 PacketCable 音声コー
ル）であるサービス フロー。
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拡張レート帯域幅割り当て
DOCSIS WFQ スケジューラは、サービス フローの拡張レート帯域幅割り当て（ERBA）機能をサ
ポートします。ERBA 機能を使用すると、ケーブル モデム（CM）は短時間だけ最大ライン レー
トまで伝送レートを一時的にバーストできます。この機能は、QoS プロファイルの既存のサービ
ス レベルを変更せずに、瞬間的な帯域幅要求に対して高帯域幅を提供します。
DOCSIS WFQ スケジューラでは、それぞれのサービス フローが 1 つの専用キューを持つことがで
きます。サービス フローで ERBA が有効な場合、ピーク レートはスケジューラ内のキュー シェー
プ レートとして実装されますが、最大持続レートはトークン バケットのリフィル レートとして
設定されます。ERBA がオフのとき、バースト サイズおよびピーク レート値は使用されません。
最大トラフィック バースト パラメータは、サービス フローのバースト継続時間を制御するため
に使用されます。これにより、最大でチャネル ライン レートまで、または設定済みのピーク レー
トまで（最大許容バースト サイズ内にあるとき）バーストされます。Cisco cBR-8 コンバージド
ブロードバンド ルータでは、この動作を明示的に制御するために cableds-max-burst コマンドを使
用します。

（注）

ERBA 機能は、高優先度のサービス フローおよびマルチキャスト サービス フローには適用で
きません。
次の表に、Cisco cBR-8 ルータの ERBA サポートを示します。
表 4：Cisco cBR-8 ルータの拡張レート帯域幅割り当てサポート

ポリサー レート

ポリサーの超過ア ポリサーのトーク キュー シェープ
クション
ンバケットのサイ レート
ズ

従来のサービスフ 最大持続トラ
ロー
フィック レート
（未使用）

送信

CMTS が内部で計 最大持続トラ
算した値（未使
フィック レート
用）

ERBA 対応サービ 最大持続トラ
ス フロー
フィック レート

ドロップ

最大トラフィック ピークトラフィッ
バースト TLV
ク レート

Cisco CMTS ルータでの ERBA サポートの詳細については、「DOCSIS 1.1 for the Cisco CMTS
Routers」の「Using Enhanced Bandwidth Rate Allocation (ERBA) Support for DOCSIS 1.0 Cable Modems」
を参照してください。

ピーク トラフィック レート
cableds-max-burst コマンドの peak-rate オプションにより、ERBA 対応サービス フローで使用でき
るピーク レートを指定できます。peak-rate 値はグローバル値であり、cableds-max-burst コマンド
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の設定後に作成されたすべてのサービス フローに適用されます。peak-rate のデフォルト値は 0 で
す。
サービス フローで DOCSIS 3.0 TLV 25.27 が指定されている場合、peak-rate 値は TLV 値として設
定されます。ただし、ERBA がサービス フローでオンに設定されていない場合には peak-rate 値は
無視されます。
peak-rate 値は、サービス クラス テンプレートの一部を形成するケーブル サービス クラスのコマ
ンドでも設定できます。モデムの登録または動的サービス追加（DSA）操作中、サービス クラス
名 TLV 25.4 が送信されて、サービス クラス テンプレートに一致する静的または動的ダウンスト
リーム サービス フローが作成されます。これらのダウンストリーム サービス フローは特定の
peak-rate とともに作成されます。peak-rate が指定されない場合は、cableds-max-burst コマンドで
指定した値が使用されます。
サービス フローにサービス クラスと TLV 25.27 の両方の定義による peak-rate がある場合、TLV
で指定された peak-rate 値が使用されます。
DOCSIS 1.x または DOCSIS 2.0 に完全準拠しない DOCSIS 1.x、DOCSIS 2.0 ケーブル モデムが Cisco
CMTS から TLV 25.27 を受信するとオンライン化に失敗する場合があります。これを回避するに
は、非 DOCSIS 3.0 ケーブル モデムにこの TLV が送信されるのを制限するために
cableserviceattributewithhold-TLVscommandwiththepeak-rate キーワードを設定できます。

ボンディング グループの動的帯域幅共有を使用した DOCSIS 3.0 ダウン
ストリーム ボンディング サポート
DOCSIS 3.0 にはダウンストリーム チャネル ボンディングという概念が導入されています。各ボ
ンディング グループ（BG）は、ダウンストリーム チャネルのコレクションで構成され、ダウン
ストリーム チャネルは 1 つ以上のボンディング グループによって使用できます。各ダウンスト
リーム チャネルは、BG に属しながら、MAC ドメインでプライマリ チャネルとして動作して、未
ボンディングのトラフィックを伝送することもできます。
DOCSIS 3.0 標準規格より前は、ダウンストリーム サービス フローは、単一のダウンストリーム
インターフェイスに関連付けられていました。このダウンストリーム インターフェイスは RF チャ
ネル上の物理ダウンストリームに対応していました。DOCSIS 3.0 では、ダウンストリーム サービ
ス フローはダウンストリーム ボンディング グループに関連付けられます。これらのボンディン
グ グループは複数のダウンストリーム RF チャネルを使用できます。
DBS は、同じダウンストリーム チャネルを共有するワイドバンド（WB）インターフェイスおよ
び統合ケーブル（IC）インターフェイス用の動的帯域幅割り当てです。ボンディング グループの
チャネル共有が原因で、ボンディング グループまたは未ボンディングのチャネルで使用可能な帯
域幅は固定されません。帯域幅は、設定と WB または IC 上のトラフィック負荷によって異なりま
す。

（注）

ボンディング グループは WB インターフェイスとして、未ボンディングのチャネルは IC イン
ターフェイスとして実装されます。
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DBS モードでは、共有 RF チャネルの帯域幅は WB インターフェイスと IC インターフェイスの間
で動的に割り当てられます。DBS は、高バースト トラフィックが存在する場合でも、基盤となる
RF チャネル帯域幅の効率的な使用を可能にします。DBS は WB または IC インターフェイス レベ
ルで設定されます。デフォルトでは、WB または IC チャネルの帯域幅は静的に割り当てられます
（非 DBS）。
Cisco CMTS ルータでの DBS のサポートについては、「Dynamic Bandwidth Sharing on the Cisco
CMTS Router」を参照してください。

DOCSIS WFQ スケジューラの設定方法
DOCSIS WFQ スケジューラ機能は自動的にロードされるため、設定することはできません。スケ
ジュールに使用されるパラメータには、インターフェイス帯域幅とキュー パラメータが含まれま
す。
この項では、次の必須およびオプションの作業について説明します。

過剰率に対する DOCSIS プライオリティのマッピング
ここでは、ダウンストリーム サービス フローのカスタム過剰率に対して DOCSIS プライオリティ
をマッピングする方法について説明します。次のカスタムマッピングはデフォルトマッピングを
上書きします。

手順
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable
例：

目的
特権 EXEC モードをイネーブルに
します。パスワードを入力します
（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2 configureterminal

グローバル コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3 interfacewideband-cable slot/subslot/port
指定したケーブル ダウンストリー
:wideband-channel または interfaceintegrated-cable ム インターフェイスに対してイン
slot/subslot/port :rf-channel
ターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。
例：
Router(config)# interface wideband-cable
2/0/0:0 or
Router(config)# interface integrated-cable
1/0/0:0
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 4 cabledownstreamqoswfqweigthts{weight1...weight8} 8 つのプライオリティにカスタム
過剰率を設定します。
例：
Router(config-if)# cable downstream qos wfq
weights 10 20 30 40 50 60 70 80

ステップ 5 end
例：

カスタム値は、既存の
サービス フローではな
く、新しいサービス フ
ローに対してのみ使用さ
れます。
インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。
（注）

Router(config-if)# end

ダウンストリーム キュー情報の確認
モデムのダウンストリーム キュー情報を確認するには、showcablemodem [mac-address |ip-address
]service-flow コマンドを使用します。
統合ケーブル インターフェイスまたはワイドバンド ケーブル インターフェイス上のすべての
キューの統計情報を確認するには、showcabledpqueue interface コマンドを使用します。

その他の参考資料
ここでは、DOCSIS WFQ スケジューラ 機能に関する参考資料について説明します。
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー
ティングにお役立ていただけるように、マニュ
アルやツールをはじめとする豊富なオンライン
リソースを提供しています。
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を
入手するために、Cisco Notification Service（Field
Notice からアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。
シスコのサポート Web サイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパ
スワードが必要です。

DOCSIS WFQ スケジューラに関する機能情報
Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。
Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウ
ントは必要ありません。

（注）

次の表は、特定のソフトウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソ
フトウェア リリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一
連のソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 5：DOCSIS WFQ スケジューラに関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

DOCSIS WFQ スケジューラ

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

この機能が Cisco cBR シリーズ
コンバージド ブロードバンド
ルータ上の Cisco IOS XE Everest
16.6.1 に統合されました。
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