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Cisco IOS パフォーマンス ルーティング機能
のロードマップ

この機能ロードマップでは、Cisco IOS パフォーマンス ルーティングのコンフィギュレーション ガイ

ドに記載されている Cisco IOS 機能を示し、各機能の参考資料との対応付けを行います。パフォーマン

ス ルーティングは、Optimized Edge Routing（OER）テクノロジーの拡張です。元の OER 機能はすべ

てパフォーマンス ルーティング テクノロジーに組み込まれており、この文書にも元の機能名と元の一

連のリリースで記載されています。目的の機能名を見つけたら、「参照先」カラムにある URL をク

リックして、その機能の説明が記載されたマニュアルにアクセスします。

（注） PfR コンフィギュレーション モジュールでは、Cisco IOS Release 15.1(2)T で導入された PfR 構文が紹

介されています。Cisco IOS Release 15.1(1)T 以前のリリース、または 12.2SR あるいは 12.2SX のイ

メージを実行している場合、Optimized Edge Routing に関するすべての資料については、「Cisco IOS 
Optimized Edge Feature Roadmap」モジュールを参照してください。

機能およびリリースのサポート

表 1 に、次の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で導入された機能に対する、Cisco IOS Performance 
Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）機能のサポートを示します。

• 「Cisco IOS Release 12.3T、12.4、および 12.4T」

• 「Cisco IOS Release 15.0」

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。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） 表 1 に、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース群で特定の機能をサポートする Cisco IOS ソフト

ウェア リリースだけを示します。特に明記されていない限り、Cisco IOS ソフトウェア リリース群の

後続のリリースでもこの機能をサポートします。

表 1 では、まず各ソフトウェア群の 新リリースを示し、続けてそのリリース内の機能をアルファ

ベット順に示します。
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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表 1 サポートされている Cisco IOS パフォーマンス ルーティングの機能

リリース 機能名 機能の説明 参照先

Cisco IOS Release 12.3T、12.4、および 12.4T
12.4(24)T PfR：Protocol 

Independent Route 
Optimization（PIRO）

PIRO により、任意の IP Routing Information Base
（RIB）の親ルート（正確に一致するルート、または

固有性の低いルート）を検索する OER の機能が導入

され、OSPF や IS-IS のような内部ゲートウェイ プロ

トコル（IGP）を含む IP ルーテッド環境に OER を導

入できるようになりました。

「Performance Routing - 
Protocol Independent 
Route Optimization 
(PIRO)」
2
Cisco IOS パフォーマンス ルーティング コンフィギュレーション ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-piro.html
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12.4(20)T NBAR/CCE アプリケー

ション認識を使用したパ

フォーマンス ルーティン

グ

パフォーマンス ルーティングでの NBAR/CCE アプ

リケーション認識の使用機能により、NBAR を使用

したアプリケーションベース トラフィック クラスの

プロファイリング機能が導入されました。

Network-Based Application Recognition（NBAR; 
ネットワークベース アプリケーション認識）は、

Web ベースやその他の動的な TCP/UDP ポート割り

当てを使用する分類困難なアプリケーションおよびプ

ロトコルを含む、多様なプロトコルおよびアプリケー

ションを認識して分類する分類エンジンです。PfR で
は NBAR を利用して、プロトコルまたはアプリケー

ションを認識し、分類します。分類されたトラフィッ

ク クラスは、PfR アプリケーション データベースに

追加され、パッシブ モニタリングおよびアクティブ 
モニタリングの対象となります。

「Performance Routing 
with NBAR/CCE 
Application 
Recognition」

12.4(15)T OER：スタティック アプ

リケーション マッピング

を使用したアプリケー

ション アウェア ルーティ

ング

この機能により、1 つのキーワードだけで標準アプリ

ケーションを設定できるようになりました。Cisco 
IOS Release 12.4(9)T およびそれ以前のリリースで

は、アプリケーション トラフィックの定義に面倒な

設定が必要でした。この機能により、学習リストにプ

ロファイリングされたトラフィック クラスに 
Optimized Edge Routing（OER）ポリシーを適用で

きる学習リスト コンフィギュレーション モードも導

入されました。異なるポリシーを各学習リストに適用

できます。OER が自動的に学習できるトラフィック 
クラス、または手動で設定するトラフィック クラス

の設定を容易にするため、traffic-class コマンドおよ

び match traffic-class コマンドが新たに導入されま

した。

「Static Application 
Mapping Using 
Performance Routing」

12.4(15)T パフォーマンス ルーティ

ング：アプリケーション 
インターフェイス

この機能により、OER アプリケーション インター

フェイスがサポートされるようになりました。アプリ

ケーション インターフェイスは、アプリケーション

に関連するトラフィックを 適化するためにアプリ

ケーションとネットワークの間の通信とメッセージン

グのモードを定義します。アプリケーションが OER 
とのインターフェイスを確立するには、プロバイダー

を OER マスター コントローラに登録する必要があり

ます。また、アプリケーション インターフェイスを

使用して OER と通信するアプリケーションを実行し

ているプロバイダー ネットワーク内にあるホスト デ
バイスを、IP アドレスとキー チェーン パスワードを

使用して OER マスター コントローラで設定する必要

があります。

「Performance Routing 
Application Interface」

12.4(15)T パフォーマンス ルーティ

ング： リンク グループ

この機能により、出口リンクのグループを優先リンク 
セットとして、または OER 用フォールバック リンク 
セットとして定義し、OER ポリシーで指定されたト

ラフィック クラスを 適化する際に使用できるよう

になりました。

「Performance Routing 
Link Groups」

表 1 サポートされている Cisco IOS パフォーマンス ルーティングの機能（続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
3
Cisco IOS パフォーマンス ルーティング コンフィギュレーション ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-nbar.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-stat-app-map.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-api.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-link-group.html
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12.4(9)T OER BGP インバウンド

適化

この機能により、自律システム外のプレフィクスから

自律システム内のプレフィクス宛てに送信されたトラ

フィックに対して 適な入口を選択できるようになり

ました。自律システムから別の自律システム（イン

ターネット サービス プロバイダーなど）への 
external Border Gateway Protocol（eBGP; 外部ボー

ダー ゲートウェイ プロトコル）のアドバタイズメン

トによって、ネットワークに入るトラフィックのため

の入口パスに影響を与えることができます。OER で
は、eBGP アドバタイズメントを使用して 適な入口

選択を行います。

「BGP Inbound 
Optimization Using 
Performance Routing」

12.4(9)T OER DSCP モニタリング この機能により、プロトコル、ポート番号、および 
Differentiated Service Code Point（DSCP; DiffServ 
コード ポイント）値に基づいたトラフィック クラス

の自動学習が導入されました。トラフィック クラス

は、プロトコル、ポート番号、および DSCP 値で構

成され、不要なトラフィックをフィルタリングでき、

関心のあるトラフィックを集約できる、キーの組み合

わせによって定義できます。プレフィクス情報に加え

て、プロトコル、ポート番号、および DSCP 情報な

どの情報もマスター コントローラ データベースに送

信されるようになりました。この新しい機能により、

OER によるアプリケーション トラフィックのアク

ティブ モニタリングおよびパッシブ モニタリングの

両方が可能になりました。

• 「Understanding 
Performance 
Routing」

• 「Configuring 
Advanced 
Performance 
Routing」

12.4(6)T OER 音声トラフィック

適化

この機能により、音質メトリック、ジッター、および 
Mean Opinion Score（MOS; 平均オピニオン評点）に

基づいた音声トラフィックのアウトバウンドの 適化

がサポートされるようになりました。ジッターおよび 
MOS は、音声トラフィック向けの重要な定量的品質

メトリックであり、これらの音質メトリックは OER 
アクティブ プローブを使用して測定されます。

「PfR Voice Traffic 
Optimization Using 
Active Probes」

12.4(2)T OER アクティブ プロー

ブ ソース アドレス 
この機能により、ボーダー ルータにアクティブ プ
ローブのソースとして特定の出口インターフェイスを

設定できるようになりました。

• 「Understanding 
Performance 
Routing」

• 「Configuring 
Advanced 
Performance 
Routing」

12.4(2)T OER アプリケーション 
アウェア ルーティング：
PBR 

この機能により、監視対象プレフィクスによって伝送

される アプリケーションのタイプに基づいて IP トラ

フィックを 適化できるようになりました。トラ

フィックのサブセット（アプリケーション）には、個

別のポリシー設定が適用されます。

• 「Understanding 
Performance 
Routing」

• 「Configuring 
Advanced 
Performance 
Routing」

表 1 サポートされている Cisco IOS パフォーマンス ルーティングの機能（続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
4
Cisco IOS パフォーマンス ルーティング コンフィギュレーション ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-bgp-inbound.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-voice-traffic.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
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12.3(14)T コストベースの 適化お

よび traceroute レポート

に対する OER のサポー

ト

この機能により、ISP 課金コストに基づいた出口リン

ク ポリシーを設定できるようになりました。また、

ホップバイホップ ベースでプレフィクスの特性を判

別するための traceroute プローブを設定する機能も導

入されました。

• 「Configuring 
Performance 
Routing Cost 
Policies」

• 「Performance 
Routing Traceroute 
Reporting」

12.3(11)T ポリシー ルール設定に対

する OER のサポート 
この機能により、OER マップを選択し、OER マス

ター コントローラ コンフィギュレーション モードで

設定を適用できようになりました。定義済みの OER 
マップ間での切り替えを容易に実行できます。

• 「Understanding 
Performance 
Routing」

• 「Configuring 
Advanced 
Performance 
Routing」

12.3(11)T ポートおよびプロトコル 
ベースのプレフィクス学

習

この機能により、プロトコル タイプと TCP または 
UDP ポート番号に基づいてプレフィクスを学習する

ようにマスター コントローラを設定できるようにな

りました。

「Understanding 
Performance Routing」

12.3(11)T VPN IPsec/GRE トンネル

適化 
このモジュールには、OER ソリューションについて、

IP セキュリティ（IPsec）/総称ルーティング カプセ

ル化（GRE）トンネル インターフェイスを OER 管理

の出口リンクとして設定する方法が記されています。

ネットワークベースの IPsec VPN だけがサポートさ

れています。

「Configuring VPN 
IPsec/GRE Tunnel 
Interfaces As 
PfR-Managed Exit 
Links」

12.3(8)T Optimized Edge Routing
（OER）

OER は、ネットワーク間の複数の接続のルートを自

動的に 適化し、負荷分散を行います。OER は、IP 
トラフィックを監視してから、プレフィクスのパ

フォーマンス、リンクの負荷分散、リンク帯域幅の金

銭的コスト、およびトラフィック タイプに基づいて

ポリシーとルールを定義できる、統合型の Cisco IOS 
ソリューションです。OER は、アクティブ モニタリ

ング システム、パッシブ モニタリング システム、障

害のダイナミック検出、およびパスの自動修正を提供

します。OER を導入することによって、インテリ

ジェントな負荷分散および企業ネットワーク内での

適なルート選択が可能になります。

• 「Configuring Basic 
Performance 
Routing」

• 「Understanding 
Performance 
Routing」

• 「Configuring 
Advanced 
Performance 
Routing」

Cisco IOS Release 15.0
15.0(1)M PfR EIGRP mGRE 

DMVPN ハブアンドス

ポーク サポート

PfR EIGRP mGRE DMVPN ハブアンドスポーク サ
ポート機能により、EIGRP ルーティング テーブルに

ルートを挿入できるようになり、PfR で EIGRP ルー

ト上のプレフィクスおよびアプリケーションを制御で

きるようになりました。また、この機能により、ハブ

アンドスポーク ネットワーク設計に基づいたマルチ

キャスト総称ルーティング カプセル化（mGRE）ダ

イナミック マルチポイント バーチャル プライベート 
ネットワーク（DMVPN）の導入環境に対するサポー

トも追加されます。

「Using Performance 
Routing to Control 
EIGRP Routes with 
mGRE DMVPN 
Hub-and-Spoke 
Support」

表 1 サポートされている Cisco IOS パフォーマンス ルーティングの機能（続き）

リリース 機能名 機能の説明 参照先
5
Cisco IOS パフォーマンス ルーティング コンフィギュレーション ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-cost.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-trace.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-trace.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-gre-exit.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-basic.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-eigrp-mgre.html
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Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）では、従来のルーティング テクノロジー

に機能が追加され、Wide Area Networking（WAN）インフラストラクチャを介した 2 つのデバイス間

のパスのパフォーマンスを追跡したり、そのパスの品質を確認したりしてアプリケーション トラ

フィックに 適な出力パスまたは入力パスを決定できるようになります。

Cisco パフォーマンス ルーティングは、アプリケーション パフォーマンスの要件を満たす 適なパス

を選択する機能を追加することで、従来の IP ルーティング テクノロジーを補完します。パフォーマン

ス ルーティング テクノロジーの第 1 フェーズでは、エンタープライズ WAN 全体とインターネット接

続のパフォーマンスがインテリジェントに 適化されます。このテクノロジーは進化し、エンドツーエ

ンドのパフォーマンス認識ネットワークによってエンタープライズ ネットワーク全体でアプリケー

ション パフォーマンスの 適化が行われるようになります。

このマニュアルでは、パフォーマンス ルーティングを実装するのに必要な基本的な概念とタスクにつ

いて紹介します。概念の詳細については、「Understanding Performance Routing」モジュールを参照し

てください。詳細、設定タスクおよび例については、「Configured Advanced Performance Routing」モ

ジュール、または「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」の個々の機能を参照してくだ

さい。

（注） PfR コンフィギュレーション モジュールでは、Cisco IOS Release 15.1(2)T で導入された PfR 構文が紹

介されています。Cisco IOS Release 15.1(1)T 以前のリリース、または 12.2SR あるいは 12.2SX のイ

メージを実行している場合、Optimized Edge Routing に関するすべての資料については、「Cisco IOS 
Optimized Edge Routing Overview」モジュールを参照してください。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース 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に関する

情報を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「ベー

シック パフォーマンス ルーティングの設定に関する機能情報」（P.22）を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-roadmap.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/configuration/guide/oer-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/configuration/guide/oer-overview.html
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  マニュアルの内容
Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定に関する情報」（P.2） 

• 「次の作業」（P.20）

• 「参考資料」（P.21）

• 「ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定に関する機能情報」（P.22）

ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定に関する情
報

• 「パフォーマンス ルーティングの概要」（P.2）

• 「パフォーマンス ルーティングと Optimized Edge Routing」（P.3）

• 「Optimized Edge Routing からパフォーマンス ルーティングへの移行」（P.3）

• 「パフォーマンス ルーティング テクノロジーと従来のルーティング テクノロジー」（P.3）

• 「ベーシック パフォーマンス ルーティングの導入」（P.4）

• 「PfR ボーダー ルータ」（P.4）

• 「PfR マスター コントローラ」（P.5）

• 「PfR コンポーネント バージョン」（P.5）

• 「PfR のキー チェーン認証」（P.5）

• 「PfR 管理のネットワーク インターフェイス」（P.6）

• 「PfR ネットワーク パフォーマンス ループ」（P.8） 

• 「PfR とエンタープライズ ネットワーク」（P.10）

パフォーマンス ルーティングの概要

パフォーマンス ルーティング（PfR）はシスコの先進テクノロジーです。追加のサービスアビリティ 
パラメータを使用して従来のルーティング テクノロジーを補完して、 良の出力パスまたは入力パス

を選択できます。PfR は、追加機能を使用して従来のルーティング テクノロジーを補完します。PfR 
は、到達可能性、遅延、コスト、ジッター、Mean Opinion Score（MOS; 平均オピニオン評点）などの

パラメータに基づいて、出力または入力の WAN インターフェイスを選択できます。または、負荷、ス

ループット、および金銭的コストなどのインターフェイス パラメータを使用することもできます。一

般的に従来のルーティング（たとえば、EIGRP、OSPF、Routing Information Protocol version 2
（RIPv2）、BGP など）では、 短または 小のコスト パスに基づいてループフリーのトポロジを作成

することが重視されます。
2
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  ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定に関する情報
PfR には、計測装置を使用する追加機能が備わっています。PfR は、インターフェイス統計、Cisco IP 
Service Level Agreement（SLA; サービス レベル契約）（アクティブ モニタリング）、および NetFlow

（パッシブ モニタリング）を使用します。IP SLA または NetFlow に関する予備知識または経験は不要

です。PfR は、手動設定なしでこれらのテクノロジーを自動的にイネーブルにします。

Cisco パフォーマンス ルーティングは、到達可能性、遅延、コスト、ジッター、平均オピニオン評点

（MOS）などの、アプリケーション パフォーマンスに影響を与えるパラメータに基づいて、出力また

は入力の WAN パスを選択します。このテクノロジーでは、ロード バランシングを効率化したり、

WAN をアップグレードせずにアプリケーション パフォーマンスを向上させたりすることによって、

ネットワーク コストを削減できます。

PfR は、IP トラフィック フローを監視してから、トラフィック クラスのパフォーマンス、リンクの負

荷分散、リンク帯域幅の金銭的コスト、およびトラフィック タイプに基づいてポリシーとルールを定

義できる、統合型の Cisco IOS ソリューションです。PfR は、アクティブ モニタリング システム、

パッシブ モニタリング システム、障害のダイナミック検出、およびパスの自動修正を実行できます。

PfR を導入することによって、インテリジェントな負荷分散や、企業ネットワーク内での 適なルート

選択が可能になります。

パフォーマンス ルーティングと Optimized Edge Routing
Cisco パフォーマンス ルーティングは、Cisco IOS ソフトウェアに組み込まれた多くの機能を使用し、

ネットワークおよびアプリケーション ポリシーに基づいて 適なパスを決定します。Cisco パフォーマ

ンス ルーティングは Cisco IOS Optimized Edge Routing（OER）テクノロジーが進化したものであり、

さらに機能が強化されています。OER は元々、1 つの送信先プレフィクスごとにルート制御を提供す

るよう設計されましたが、パフォーマンス ルーティングでは、1 つのアプリケーションごとにインテリ

ジェントなルート制御を行うよう機能が拡張されました。拡張された機能により、柔軟性が向上し、

OER よりもアプリケーションの 適化を細かく行えるようになります。

Optimized Edge Routing からパフォーマンス ルーティングへの移行

以前の Cisco IOS リリースのイメージに実装されていた Optimized Edge Routing からパフォーマンス 
ルーティングに移行する場合は、移行パスを円滑にするために次の情報に留意してください。Cisco 
IOS Release 15.1(2)T では、OER 構文は引き続き認識されます。OER 構文を入力すると、構文はソフ

トウェアにより実行コンフィギュレーションで新しい PfR 構文に変更されます。実行コンフィギュ

レーションを保存すると、PfR バージョンの構文が保存されます。古い Cisco IOS イメージをリロード

する必要がある場合は、OER バージョンの構文を使用するすべての設定スクリプトのバックアップ コ
ピーを保存することを推奨します。新しい PfR 構文は古い Cisco IOS ソフトウェア イメージでは動作

しません。

パフォーマンス ルーティング テクノロジーと従来のルーティング テクノロ
ジー

PfR は、従来の IP ルーティングでは対応できなかったネットワーク パフォーマンスの問題を識別およ

び制御するために開発されました。従来の IP ルーティングでは、各ピア デバイスはプレフィクス送信

先への到達可能性のビューをメトリックへの到達に関連するコストの概念とともに伝達します。通常、

プレフィクス送信者への 適なパス ルートは、コストが も安いメトリックを使用して決定され、こ

のルートはデバイスの Routing Information Base（RIB; ルーティング情報ベース）に入力されます。結

果として、RIB に導入された任意のルートが、プレフィクス送信先に送信されるトラフィックを制御

する 適なパスとして取り扱われます。コスト メトリックはスタティックに設計されたネットワーク

のビューを反映するように設定されます。たとえば、コスト メトリックはパスのユーザ設定または大
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きい帯域幅のインターフェイス（インターフェイスのタイプから推測）の設定のいずれかを反映しま

す。コスト メトリックは、ネットワークの状態またはネットワークを通過しているトラフィックのパ

フォーマンスの状態を反映しません。したがって、従来の IP ルーテッド ネットワークはネットワーク

の物理的な状態の変化（インターフェイスのダウンなど）に対応しますが、ネットワークでのパフォー

マンスの変化（劣化または改善）には対応しません。場合によっては、トラフィックの劣化はルーティ

ング デバイスのパフォーマンスの劣化やセッション接続の損失から推測できますが、これらのトラ

フィック劣化の症状は、トラフィックのパフォーマンスを直接測定することによって得られたものでは

なく、 適なパス ルーティングの決定で考慮すべきではありません。

ネットワーク内にあるトラフィックのパフォーマンスの問題を解決するために、PfR はトラフィック 
クラスを管理します。トラフィック クラスはネットワーク上のトラフィックのサブセットとして定義

され、サブセットはアプリケーションなどに関連するトラフィックを表すことができます。各トラ

フィック クラスのパフォーマンスは、設定されたメトリックまたは PfR ポリシーで定義されたデフォ

ルトのメトリックに対して測定および比較されます。PfR はトラフィック クラス パフォーマンスを監

視し、トラフィック クラスの 適な入口または出口を選択します。後続のトラフィック クラス パ
フォーマンスがポリシーに準拠しないと、PfR はトラフィック クラスの別の入口または出口を選択し

ます。

ベーシック パフォーマンス ルーティングの導入

PfR は、Cisco IOS Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）の設定を使用

して Cisco ルータで設定します。パフォーマンス ルーティングは Master Controller（MC; マスター コ
ントローラ）と Border Router（BR; ボーダー ルータ）の 2 つのコンポーネントから構成されます。

PfR の導入では、1 つの MC と 1 つまたは複数の BR が必要です。MC と BR 間の通信はキー チェーン

認証によって保護されます。パフォーマンス ルーティングの導入シナリオとスケーリングの要件に応

じて、MC は専用ルータに導入したり、同じ物理ルータで BR とともに導入したりできます。

PfR 管理のネットワークには、送信トラフィックを伝達できるインターフェイスと外部インターフェイ

スとして設定できるインターフェイスの少なくとも 2 つの出力インターフェイスが必要です。これらの

インターフェイスはネットワーク エッジで ISP または WAN リンク（フレームリレー、ATM）と接続

されている必要があります。また、ルータには、パッシブ モニタリングのために内部インターフェイ

スとして設定できる 1 つのインターフェイス（内部ネットワークから到達可能）が必要です。PfR を導

入するには、外部インターフェイス、内部インターフェイス、およびローカル インターフェイスの 3 
つのインターフェイス設定が必要です。

PfR ボーダー ルータ

BR コンポーネントは、ISP または他の参加ネットワークへの 1 つまたは複数の出口リンクがあるエッ

ジ ルータのデータ プレーン内に存在します。BR は NetFlow を使用してスループットと TCP パフォー

マンス情報をパッシブに収集します。また、BR は、明示的なアプリケーション パフォーマンス モニ

タリングに使用されるすべての IP のサービス レベル契約（SLA）のプローブを行います。BR では、

ネットワークのルーティングに対するすべてのポリシー決定と変更が行われます。BR は、プレフィク

スおよび出口リンクの測定値をマスター コントローラに報告し、マスター コントローラから受け取っ

たポリシー変更を適用することにより、プレフィクス モニタリングとルート 適化に参加します。BR 
は、優先されるルートを挿入してネットワーク内でルーティングを変更することによりポリシー変更を

適用します。BR プロセスは、マスター コントローラ プロセスと同じルータでイネーブルにすること

ができます。
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PfR マスター コントローラ

MC は、パフォーマンス ルーティング システムの中央プロセッサおよびデータベースとして動作する

単一ルータです。MC コンポーネントはフォワーディング プレーン内に存在せず、スタンドアロンで

導入された場合は BR 内に含まれるルーティング情報のビューを持ちません。マスター コンポーネン

トは通信を保持し、BR とのセッションを認証します。MC の役割は、BR から情報を収集してトラ

フィック クラスがポリシーに準拠しているかどうかを決定し、ルート挿入またはダイナミック 
Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）挿入を使用してトラフィック クラスがポ

リシーに準拠する方法を BR に指示することです。

また、MC はレポート機能用の Application Programming Interface（API; アプリケーション プログラ

ミング インターフェイス）も提供します。詳細については、「Performance Routing Application 
Interface」モジュールを参照してください。

PfR コンポーネント バージョン

MC と BR 間の API を変更する新しい PfR 機能が導入された場合、パフォーマンス ルーティング コン

ポーネント、マスター コントローラ、およびボーダー ルータのバージョン番号が増加します。マス

ター コントローラのバージョン番号はボーダー ルータのバージョン番号以上である必要があります。

マスター コントローラとボーダー ルータのバージョン番号は show pfr master コマンドを使用して表

示します。次の一部の出力では、MC バージョンが 初の段落に示され、BR バージョンがボーダー 
ルータの情報の 後のカラムに示されます。

Router# show pfr master

OER state: ENABLED and ACTIVE
 Conn Status: SUCCESS, PORT: 7777
  Version: 2.0
  Number of Border routers: 2
  Number of Exits: 2
.
.
.
Border           Status   UP/DOWN             AuthFail  Version
1.1.1.2          ACTIVE   UP       00:18:57          0  2.0
1.1.1.1          ACTIVE   UP       00:18:58          0  2.0
.
.
.

バージョン番号は、特定のリリース群の各 Cisco IOS ソフトウェア リリースでは更新されませんが、

Cisco IOS ソフトウェア イメージがマスター コントローラとして設定されたデバイスとすべてのボー

ダー ルータで同じリリースである場合、バージョンには互換性があります。

PfR のキー チェーン認証

マスター コントローラとボーダー ルータ間の通信は、キー チェーン認証によって保護されます。認証

キーは、通信を確立する前にマスター コントローラとボーダー ルータの両方で設定されている必要が

あります。キー チェーン設定は、マスター コントローラとボーダー ルータ間の通信に対するキー 
チェーン認証がイネーブルになる前に、マスター コントローラとボーダー ルータの両方でグローバル 
コンフィギュレーション モードで定義します。Cisco IOS ソフトウェアでのキー管理の詳細について

は、『Cisco IOS IP Routing: Protocol Independent Configuration Guide』の「Configuring IP Routing 
Protocol-Independent Features」の章の「Managing Authentication Keys」の項を参照してください。
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PfR 管理のネットワーク インターフェイス

PfR 管理のネットワークには、送信トラフィックを伝達できるインターフェイスと外部インターフェイ

スとして設定できるインターフェイスの少なくとも 2 つの出力インターフェイスが必要です。これらの

インターフェイスはネットワーク エッジで ISP または WAN リンク（フレームリレー、ATM）と接続

されている必要があります。また、ルータには、パッシブ モニタリングのために内部インターフェイ

スとして設定できる 1 つのインターフェイス（内部ネットワークから到達可能）が必要です。PfR を導

入するには、3 つのインターフェイス設定が必要です。

• 外部インターフェイスはトラフィックを転送する、PfR により管理された出口リンクとして設定さ

れます。物理的な外部インターフェイスはボーダー ルータでイネーブルになります。外部イン

ターフェイスは、マスター コントローラで PfR 外部インターフェイスとして設定されます。マス

ター コントローラはこれらのインターフェイスのプレフィクスおよび出口リンク パフォーマンス

をアクティブに監視します。各ボーダー ルータには少なくとも 1 つの外部インターフェイスが必

要であり、PfR 管理のネットワークには少なくとも 2 つの外部インターフェイスが必要です。

• 内部インターフェイスは、NetFlow によるパッシブ パフォーマンス モニタリングにだけ使用され

ます。明示的に NetFlow を設定する必要はありません。内部インターフェイスは内部ネットワー

クに接続するアクティブなボーダー ルータ インターフェイスです。内部インターフェイスは、マ

スター コントローラで PfR 内部インターフェイスとして設定されます。各ボーダー ルータでは、

少なくとも 1 つの内部インターフェイスを設定する必要があります。

• ローカル インターフェイスは、マスター コントローラとボーダー ルータとの通信に対してだけ使

用されます。各ボーダー ルータでは、単一インターフェイスをローカル インターフェイスとして

設定する必要があります。ローカル インターフェイスは、マスター コントローラとの通信用の

ソース インターフェイスとして識別されます。

ヒント マスター コントローラおよびボーダー ルータ プロセスが同じルータでイネーブルな場合は、ループ

バック インターフェイスをローカル インターフェイスとして設定する必要があります。

次のインターフェイス タイプを外部インターフェイスおよび内部インターフェイスとして設定できま

す。

• ATM 

• Basic Rate Interface（BRI）
• CTunnel 

• ダイヤラ

• イーサネット 

• ファスト イーサネット 

• ギガビット イーサネット 

• High-Speed Serial Interface（HSSI）

• ループバック（Cisco IOS 15.0(1)M 以降のリリースでサポート）

• マルチリンク 

• Multilink Frame Relay（MFR）

• ヌル 

• Packet-over-SONET（POS）

• ポート チャネル

• シリアル 
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• トンネル 
• VLAN 

次のインターフェイス タイプをローカル インターフェイスとして設定できます。

• 非同期 

• Bridge Group Virtual Interface（BVI）

• Code Division Multiple Access Internet Exchange（CDMA-Ix）
• CTunnel 

• ダイヤラ

• イーサネット 

• グループ非同期 

• ループバック 

• マルチリンク

• Multilink Frame Relay（MFR）

• ヌル 

• シリアル 

• トンネル 

• Virtual host interface（Vif）

• 仮想 PPP 

• 仮想テンプレート 

• 仮想トークンリング 

（注） 仮想トークンリング インターフェイスはローカル インターフェイスとして設定できます。ただし、

トークンリング インターフェイスはサポートされておらず、外部インターフェイス、内部インター

フェイス、またはローカル インターフェイスとして設定できません。

（注） PfR では、イーサネット スイッチ インターフェイスなど、レイヤ 2 のみのイーサネット インターフェ

イスはサポートされません。

パフォーマンス ルーティング DMVPN mGre のサポート

• PfR はスプリット トンネリングをサポートしません。

• PfR はハブツースポーク リンクだけをサポートします。スポークツースポーク リンクはサポート

されていません。

• PfR は、DMVPN Multipoint GRE（mGRE; マルチポイント GRE）導入でサポートされています。

同じ宛先 IP アドレスに対して複数のネクスト ホップがあるマルチポイント インターフェイス導入

（イーサネットなど）はサポートされていません。
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PfR ネットワーク パフォーマンス ループ

従来の各ルーティング プロトコルでは、ルーティング トポロジを形成するためにデバイス間でフィー

ドバック ループが作成されます。パフォーマンス ルーティング インフラストラクチャには、クライア

ント -サーバ メッセージング モードで通信されるパフォーマンス ルーティング プロトコルが含まれま

す。PfR で使用されるルーティング プロトコルは、マスター コントローラと呼ばれるネットワーク コ
ントローラと、ボーダー ルータと呼ばれるパフォーマンスアウェアなデバイスとの間で実行されます。

このパフォーマンス ルーティング プロトコルは、ネットワーク パフォーマンス ループを作成します。

このネットワーク パフォーマンス ループでは、ネットワークが、 適化が必要なトラフィック クラス

のプロファイリング、識別したトラフィック クラスのパフォーマンス メトリックの測定と監視、この

トラフィック クラスへのポリシーの適用、および指定されたトラフィック クラスの 良のパフォーマ

ンス パスに基づくルーティングを行います。図 1 に、5 つの PfR フェーズ（プロファイル作成、測定、

ポリシー適用、施行、確認）を示します。

図 1 PfR ネットワーク パフォーマンス ループ

ネットワークで PfR がどのように動作するのかを理解するには、次の 5 つの PfR フェーズを理解し、

実行する必要があります。

• 「プロファイル フェーズ」（P.8）

• 「測定フェーズ」（P.9）

• 「ポリシー適用フェーズ」（P.9）

• 「施行フェーズ」（P.10）

• 「確認フェーズ」（P.10）

PfR パフォーマンス ループは、プロファイル フェーズから始まり、測定、ポリシー適用、制御、およ

び確認の各フェーズが続きます。このフローは、確認フェーズ後にプロファイル フェーズに戻って続

行し、プロセスを通じてトラフィック クラスおよびサイクルをアップデートします。

プロファイル フェーズ

中規模から大規模のネットワークでは、何十万台ものルータが Routing Information Base（RIB; ルー

ティング情報ベース）に存在し、デバイスがトラフィックのルーティングを試みています。パフォーマ

ンス ルーティングは一部のトラフィックを優先させる手段なので、RIB 内の全ルートのサブセットを

選択してパフォーマンス ルーティング用に 適化する必要があります。PfR は、自動学習または手動

設定のいずれかの方法でトラフィックをプロファイリングします。
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• 自動学習：デバイスは、デバイスを通過するフローを学習し、遅延またはスループットが も高い

フローを選択することによって、パフォーマンス ルーティング（ 適化）の必要なトラフィック

をプロファイリングします。

• 手動設定：学習に加えて、または学習の代わりに、トラフィック クラスにパフォーマンス ルート

を設定します。

測定フェーズ

パフォーマンス ルーティングの必要なトラフィックのプロファイリングが終わると、PfR は、これら

の個々のトラフィック クラスのパフォーマンス メトリックを測定します。パフォーマンス メトリック

の測定には、パッシブ モニタリングとアクティブ モニタリングという 2 種類のメカニズムがあり、1 
つまたは両方のメカニズムをネットワークに導入して次のタスクを実行できます。モニタリングとは、

定期的な間隔で測定するアクションです。

パッシブ モニタリングとは、フローがデータ パス内のデバイスを通過するときにトラフィックのパ

フォーマンス メトリックを測定するアクションです。パッシブ モニタリングは NetFlow 機能を使用し

ますが、一部のトラフィック クラスのパフォーマンス メトリック測定には使用できません。一部の

ハードウェアまたはソフトウェアに関する制約もあります。

アクティブ モニタリングは、IP サービス レベル契約（SLA）を使用して合成トラフィックを生成し、

監視対象のトラフィック クラスをエミュレートすることからなります。合成トラフィックは、実際の

トラフィック クラスの代わりに測定されます。合成トラフィックのモニタリング結果は、合成トラ

フィックで表されるトラフィック クラスをパフォーマンス ルーティングするために適用されます。

トラフィック クラスには、パッシブ モニタリング モードとアクティブ モニタリング モードの両方を

適用できます。パッシブ モニタリング フェーズは、PfR ポリシーに準拠しないトラフィック クラスの

パフォーマンスを検出することがあります。次に、このトラフィック クラスにアクティブ モニタリン

グを適用して、代替パフォーマンス パスがある場合は、 良の代替パフォーマンス パスを検出できま

す。

NetFlow または IP SLA 設定のサポートは、自動的にイネーブルになります。

ポリシー適用フェーズ

適化の対象となるトラフィック クラスのパフォーマンス メトリックを収集すると、PfR は、その結

果と、ポリシーとして設定された各メトリックに設定された低しきい値および高しきい値のセットを比

較します。メトリックでは、その結果としてポリシーが境界値を越えた場合は、Out-of-Policy（OOP; 
ポリシー違反）イベントになります。結果の比較は、相対ベース（実際の平均値からの偏差）、しきい

値ベース（値の下限または上限）、または両方の組み合わせで行われます。

PfR で定義できるポリシーは、トラフィック クラス ポリシーとリンク ポリシーの 2 種類です。トラ

フィック クラス ポリシーは、プレフィクスまたはアプリケーションに対して定義されます。リンク ポ
リシーは、ネットワーク エッジの出口リンクまたは入口リンクに対して定義されます。どちらのタイ

プの PfR ポリシーも、OOP イベントを判断する基準を定義します。ポリシーは、すべてのトラフィッ

ク クラスに一連のポリシーが適用されるグローバル ベース、またはトラフィック クラスの選択された

（フィルタリングされた）リストに一連のポリシーが適用されるより絞り込まれたベースで適用されま

す。

複数のポリシー、多数のパフォーマンス メトリック パラメータ、およびこれらのポリシーをトラ

フィック クラスに割り当てるさまざまな方法が存在するために、ポリシーの競合解決方法が作成され

ました。デフォルトの裁定方法では、各パフォーマンス メトリック変数および各ポリシーに指定され

たデフォルトのプライオリティ レベルが使用されます。異なるプライオリティ レベルを設定して、す

べてのポリシーまたは選択した一連のポリシーに対してデフォルトの裁定を上書きするように設定でき

ます。
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施行フェーズ

パフォーマンス ループの PfR 施工フェーズ（制御フェーズとも呼ばれます）では、ネットワークのパ

フォーマンスが向上するようにトラフィックが制御されます。トラフィックの制御に使用される方法

は、トラフィックのクラスによって異なります。プレフィクスだけを使用して定義されるトラフィック 
クラスでは、従来のルーティングで使用されるプレフィクスの到達可能性情報が操作されることがあり

ます。ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）または RIP などのプロトコルは、ルートやその適切

なコスト メトリックを導入または削除することによってプレフィクスの到達可能性情報をアナウンス

したり、削除したりするために使用されます。

プレフィクスおよび追加のパケット一致基準が指定されているアプリケーションによって定義されるト

ラフィック クラスでは、PfR は従来のルーティング プロトコルを使用できません。これは、ルーティ

ング プロトコルが、プレフィクスの到達可能性だけを伝達し、ネットワーク全体ではなくデバイス固

有の制御となるためです。このようなデバイス固有の制御は、PfR でポリシーベース ルーティング

（PBR）機能を使用して実行されます。このシナリオのトラフィックを他のデバイスにルーティングす

る必要がある場合、リモート ボーダー ルータはシングル ホップの位置にあるか、シングル ホップのよ

うに見えるトンネル インターフェイスである必要があります。

確認フェーズ

PfR 施行フェーズ中にトラフィック クラスが OOP の場合、PfR は制御を導入して、OOP トラフィッ

ク クラスのトラフィックに影響を及ぼします（ 適化します）。スタティック ルートおよび BGP ルー

トは、PfR によってネットワークに導入される制御の例です。制御が導入されると、PfR は、 適化さ

れたトラフィックがネットワーク エッジの優先出口リンクまたは優先入口リンクを経由していること

を確認します。トラフィック クラスが OOP から変化しない場合、PfR は OOP トラフィック クラスの

トラフィックの 適化に導入された制御をドロップし、ネットワーク パフォーマンス ループを繰り返

します。

PfR とエンタープライズ ネットワーク

エンタープライズ ネットワークは、信頼性の確保と負荷分散を実現するために複数の Internet Service 
Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）接続または WAN 接続を使用します。既存の

信頼性メカニズムは、1 つのプレフィクスまたはプレフィクスのセットにとって 良の出口リンクを選

択するためにボーダー ルータのリンク状態またはルート削除に依存します。接続が複数あると、エン

タープライズ ネットワークを深刻な障害から守ることができますが、不安定な電力供給や、ネット

ワークの混雑のため発生する深刻でない障害からネットワークを守ることはできません。既存のメカニ

ズムは障害の兆候が現れたときに深刻な障害に対応できます。ただし、停電や不安定な電力供給は検出

されないことがあり、多くの場合、ネットワーク オペレータが問題を解決するためにアクションを起

こす必要があります。パケットが外部ネットワーク間（国内または海外）で送信される場合、パケット

はそのライフサイクルのほとんどの時間をネットワークの WAN セグメントで費やします。エンタープ

ライズ ネットワークで WAN ルート選択を 適化すると、パフォーマンスが大幅に改善されます

（ローカル ネットワークの LAN 速度の改善よりも効果的です）。

PfR 導入の説明に使用される例の多くはエッジ デバイスが通信するネットワークとして ISP を示して

いますが、他のソリューションも存在します。ネットワーク エッジはネットワーク内で論理的に区切

るものとして定義できます。これには、同じ場所にあるデータ センター ネットワークなどのネット

ワークの別の部分や WAN 接続および ISP 接続などがあります。元のネットワーク エッジ デバイスに

接続されたネットワークまたはネットワークの一部は、BGP を使用して通信する場合は個別の自律シ

ステム番号を持つ必要があります。

PfR は Cisco IOS ソフトウェアでシスコ コア ルーティング機能の統合された部分として実装されます。

PfR を導入すると、インテリジェントなネットワーク トラフィック負荷分散とネットワーク エッジの

データ パスのダイナミック障害検出がイネーブルになります。他のルーティング メカニズムは負荷分
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散と障害緩和の両方を提供できますが、応答時間、パケット損失、パス利用可能性、トラフィック負荷

分散などの、スタティックなルーティング メトリック以外の基準に基づいてルーティング調整を行う

ことができるのは PfR だけです。PfR を導入すると、帯域幅コストを 小化し、稼動コストを削減し

つつネットワーク パフォーマンスとリンク使用率を 適化できます。

PfR が導入される典型的なトポロジ

図 2 に、PfR 管理コンテンツ プロバイダーの典型的なエンタープライズ ネットワークを示します。エ

ンタープライズ ネットワークは、カスタマー アクセス ネットワークにコンテンツを配信するために使

用する 3 つの出口インターフェイスを持ちます。コンテンツ プロバイダーは、各出口リンクに対して

異なる ISP と個別のサービス レベル契約（SLA）を結びます。カスタマー アクセス ネットワークは、

インターネットに接続する 2 つのエッジ ルータを持ちます。トラフィックはエンタープライズ ネット

ワークとカスタマー アクセス ネットワークとの間を流れ、その間には 6 つの Service Provider（SP; 
サービス プロバイダー）が存在します。

図 2 典型的な PfR 導入 

PfR は、3 つのボーダー ルータ（BR）で送信トラフィックを監視および制御します。PfR は、BR1、
BR2、および BR3 の出力インターフェイスからパケット応答時間とパス利用可能性を測定します。

ボーダー ルータでの出口リンク パフォーマンスの変更は、1 つのプレフィクスごとに検出されます。

プレフィクスのパフォーマンスがデフォルトまたはユーザ定義のポリシー パラメータよりも下になる

と、パフォーマンスを 適化し、エンタープライズ ネットワークの外部で発生した障害状況を回避す

るためにルーティングがエンタープライズ ネットワークにおいてローカルで変更されます。たとえば、

SP D ネットワークでのインターフェイスの障害やネットワークの設定ミスによって、BR2 出口イン

ターフェイスを通過する送信トラフィックが混雑したり、カスタマー アクセス ネットワークに到達で

きなかったりすることがあります。従来のルーティング メカニズムでは、ネットワーク オペレータの

介入なしにこのような問題を予測または解決することはできません。PfR は障害状況を検出し、ネット

ワーク内部のルーティングを自動的に変更して問題を回避できます。

ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定方法
• 「PfR マスター コントローラの設定」（P.12）

• 「PFR ボーダー ルータの設定」（P.16）
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ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定

  ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定方法
PfR マスター コントローラの設定

このタスクを実行して PfR マスター コントローラを設定し、PfR 管理のネットワークを管理します。

このタスクは、PfR マスター コントローラとして指定されたルータで実行する必要があります。1 つの

マスター ルータと 2 つのボーダー ルータのネットワーク設定例については、図 3 を参照してください。

初に、マスター コントローラとボーダー ルータとの間で通信が確立されます（マスター コントロー

ラとボーダー ルータとの間の通信セッションを保護するためにキー チェーン認証が設定されます）。ま

た、内部および外部ボーダー ルータ インターフェイスも指定されます。

図 3 マスター コントローラとボーダー ルータの図

マスター コントローラをディセーブルにし、実行コンフィギュレーションからプロセス設定を完全に

削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで no pfr master コマンドを使用します。

マスター コントローラを一時的にディセーブルにするには、PfR マスター コントローラ コンフィギュ

レーション モードで shutdown（PfR）コマンドを使用します。shutdown（PfR）コマンドを入力する

と、アクティブなマスター コントローラ プロセスが停止しますが、設定パラメータは削除されません。

shutdown（PfR）コマンドは、イネーブルな場合、実行コンフィギュレーション ファイルに表示され

ます。

前提条件

インターフェイスは、PfR 管理のネットワークを設定する前に定義され、マスター コントローラと

ボーダー ルータによって到達できる必要があります。

PfR 管理のネットワークを設定するには、ボーダー ルータとピア ルータとの間にスタティック ルー

ティング、またはルーティング プロトコルのピアリングまたは再配布を設定して、PfR でルーティン

グが制御されるようにする必要があります。PfR は、（Protocol Independent Route Optimization
（PIRO）により）スタティック ルート、BGP、EIGRP または RIB を使用して、 適なパスのための親

ルートを検索できます。

ヒント PfR 管理のネットワークでの通信応答時間を 小化するため、マスター コントローラとボーダー ルー

タを物理的に近づけて置くことを推奨します。トラフィックがボーダー ルータ間でルーティングされ

る場合も、ホップ数を 小化するためにボーダー ルータ同士を物理的に近づけて置く必要があります。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal

3. key chain name-of-chain
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ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定

  ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定方法
4. key key-id 

5. key-string text 

6. exit

7. ステップ 6 を繰り返します。

8. ステップ 3 ～ステップ 7 を繰り返して、各ボーダー ルータに対してキー チェーン認証を設定する

ために適切な変更を行います。

9. pfr master

10. logging

11. border ip-address [key-chain key-chain-name] 

12. interface type number external 

13. exit

14. interface type number internal

15. exit

16. ステップ 11 ～ステップ 15 を繰り返して、各ボーダー ルータとの通信を確立するために適切な変

更を行います。

17. keepalive timer 

18. end

19. show running-config

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 key chain name-of-chain

例：
Router(config)# key chain border1_PFR

キー チェーン認証をイネーブルにし、キー チェーン 
コンフィギュレーション モードを開始します。

• キー チェーン認証は、マスター コントローラと

ボーダー ルータとの間の通信セッションを保護し

ます。通信を確立するために、キー ID とキー文

字列は一致する必要があります。

• この例では、ボーダー ルータ 1 との使用のために

キー チェーンが作成されます。

ステップ 4 key key-id 

例：
Router(config-keychain)# key 1

キー チェーンの認証キーを識別します。

• キー ID は、ボーダー ルータで設定されたキー ID 
に一致する必要があります。
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ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定

  ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定方法
ステップ 5 key-string text 

例：
Router(config-keychain-key)# key-string b1

キーの認証文字列を指定し、キー チェーン キー コン

フィギュレーション モードを開始します。

• 認証文字列は、ボーダー ルータで設定された認証

文字列に一致する必要があります。

• 暗号化レベルを設定できます。

• この例では、ボーダー ルータ 1 との使用のために

キー ストリングが作成されます。

ステップ 6 exit

例：
Router(config-keychain-key)# exit

キー チェーン キー コンフィギュレーション モードを

終了して、キー チェーン コンフィギュレーション 
モードに戻ります。

ステップ 7 ステップ 6 を繰り返します。 キー チェーン コンフィギュレーション モードを終了

して、グローバル コンフィギュレーション モードに

戻ります。

ステップ 8 ステップ 3 ～ステップ 7 を繰り返して、各ボーダー 
ルータに対してキー チェーン認証を設定するために

適切な変更を行います。

―

ステップ 9 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ルータをマスター コントローラと

して設定します。

• マスター コントローラおよびボーダー ルータの

プロセスを同じルータ上でイネーブルにできます

（別個のサービス プロバイダーに 2 つの出口リン

クを持つ 1 つのルータを含むネットワーク内な

ど）。

ステップ 10 logging 

例：
Router(config-pfr-mc)# logging

マスター コントローラまたはボーダー ルータ プロセ

スに対して syslog メッセージをイネーブルにします。

• syslog メッセージの通知レベルはデフォルトでイ

ネーブルになります。

コマンドまたはアクション 目的
14
ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定



 

ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定

  ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定方法
ステップ 11 border ip-address [key-chain key-chain-name] 

例：
Router(config-pfr-mc)# border 10.1.1.2 
key-chain border1_PFR

PfR 管理ボーダー ルータ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ボーダー ルータとの通信を確立し

ます。

• ボーダー ルータを識別するために、IP アドレス

を設定します。

• PfR 管理のネットワークを作成するには、少なく

とも 1 つのボーダー ルータを指定する必要があり

ます。1 台のマスター コントローラで制御できる

ボーダー ルータは、 大 10 台です。

• key-chain-name 引数の値は、ステップ 3 で設定

されたキー チェーン名に一致する必要がありま

す。

（注） ボーダー ルータが 初に設定されている場合

は、key-chain キーワードおよび 
key-chain-name 引数を入力する必要がありま

す。ただし、既存のボーダー ルータを再設定

する場合、このキーワードは省略可能です。

ステップ 12 interface type number external 

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 
1/0 external

ボーダー ルータ インターフェイスを PfR 管理の外部

インターフェイスとして設定します。

• 外部インターフェイスは、トラフィックの転送お

よびアクティブ モニタリングに使用されます。

• PfR 管理のネットワークには、 低 2 つの外部

ボーダー ルータ インターフェイスが必要です。

各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの外部イ

ンターフェイスを設定する必要があります。1 台
のマスター コントローラで制御できる外部イン

ターフェイスは、 大 20 です。

ヒント ルータでインターフェイスを PfR 管理外部イ
ンターフェイスとして設定すると、PfR ボー
ダー出口インターフェイス コンフィギュレー
ション モードが開始されます。このモードで
は、インターフェイスに対して 大リンク使
用率またはコストベースの 適化を設定でき
ます。

（注） external キーワードまたは internal キーワー

ドを指定せずに interface（PfR）コマンドを

入力すると、ルータは、PfR ボーダー出口コ

ンフィギュレーション モードではなく、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで開

始されます。アクティブ インターフェイスが

ルータ設定から削除されないように、このコ

マンドの no 形式は慎重に適用してください。

ステップ 13 exit 

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# exit 

PfR 管理ボーダー出口インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを終了し、PfR 管理ボーダー ルー

タ コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
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ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定

  ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定方法
PFR ボーダー ルータの設定

このタスクを実行して PfR ボーダー ルータを設定します。このタスクは、PfR 管理のネットワークの

各ボーダー ルータで実行する必要があります。1 つのマスター ルータと 2 つのボーダー ルータのネッ

トワーク設定例については、図 3 を参照してください。 初に、ボーダー ルータとマスター コント

ローラとの間で通信が確立されます（ボーダー ルータとマスター コントローラとの間の通信セッショ

ンを保護するためにキー チェーン認証が設定されます）。ローカル インターフェイスはマスター コン

トローラとの通信元として設定され、外部インターフェイスは PfR 管理終了リンクとして設定されま

す。

ボーダー ルータをディセーブルにし、実行コンフィギュレーションからプロセス設定を完全に削除す

るには、グローバル コンフィギュレーション モードで no pfr border コマンドを使用します。

ボーダー ルータ プロセスを一時的にディセーブルにするには、PfR ボーダー ルータ コンフィギュレー

ション モードで shutdown（PfR）コマンドを使用します。shutdown（PfR）コマンドを入力すると、

アクティブなボーダー ルータ プロセスが停止しますが、設定パラメータは削除されません。shutdown
（PfR）コマンドは、イネーブルな場合、実行コンフィギュレーション ファイルに表示されます。

ステップ 14 interface type number internal

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 
0/0 internal

ボーダー ルータ インターフェイスを PfR 制御内部イ

ンターフェイスとして設定します。

• 内部インターフェイスはパッシブ モニタリングだ

けに対して使用されます。内部インターフェイス

はトラフィックを転送しません。

• 各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの内部イ

ンターフェイスを設定する必要があります。

ステップ 15 exit 

例：
Router(config-pfr-mc-br)# exit 

PfR 管理ボーダー ルータ コンフィギュレーション 
モードを終了し、PfR マスター コントローラ コン

フィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 16 ステップ 11 ～ステップ 15 を繰り返して、各ボーダー 
ルータとの通信を確立するために適切な変更を行いま

す。

―

ステップ 17 keepalive timer 

例：
Router(config-pfr-mc)# keepalive 10

（任意）キープアライブ パケットが受信されなくなっ

た後に PfR マスター コントローラが PfR ボーダー 
ルータとの接続を保持する時間の長さを設定します。

• 例では、キープアライブ タイマーを 10 秒に設定

しています。デフォルトのキープアライブ タイ

マーは 60 秒です。

ステップ 18 end 

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# end 

PfR Top Talker/Top Delay 学習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。

ステップ 19 show running-config

例：
Router# show running-config

（任意）稼動している設定を表示してこのタスクで入

力された設定を確認します。

コマンドまたはアクション 目的
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ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定

  ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定方法
前提条件

• タスク「PfR マスター コントローラの設定」（P.12）を実行して、マスター コントローラを設定

し、インターフェイスを定義し、ボーダー ルータとの通信を確立します。

• 各ボーダー ルータには、ISP に接続するために使用するか、または外部 WAN リンクとして使用す

る外部インターフェイスが少なくとも 1 つ必要です。PfR 管理のネットワークでは、少なくとも 2 
つの外部インターフェイスが必要です。

• 各ボーダー ルータには、少なくとも 1 つの内部インターフェイスが必要です。内部インターフェ

イスは、NetFlow によるパッシブ パフォーマンス モニタリングにだけ使用されます。内部イン

ターフェイスは、トラフィックを転送するために使用されません。

• 各ボーダー ルータには、少なくとも 1 つのローカル インターフェイスが必要です。ローカル イン

ターフェイスは、マスター コントローラとボーダー ルータとの通信に対してだけ使用されます。

各ボーダー ルータでは、単一インターフェイスをローカル インターフェイスとして設定する必要

があります。

ヒント マスター コントローラおよびボーダー ルータ プロセスが同じルータでイネーブルな場合は、ループ

バック インターフェイスをローカル インターフェイスとして設定する必要があります。

ヒント ホップ数を 小化するためにボーダー ルータ同士を物理的に近づけて置くことが推奨されます。また、

PfR 管理のネットワークでの通信応答時間を 小化するため、マスター コントローラとボーダー ルー

タも物理的に近づけて置くことを推奨します。

制約事項

• ボーダー ルータが同じブロードキャスト メディアを介して複数のサービス プロバイダーと通信で

きるインターネット交換ポイントはサポートされていません。

• PfR 管理のネットワークに 2 つ以上のボーダー ルータが導入された場合、各ボーダー ルータ上の

外部ネットワークに対するネクスト ホップ（RIB に導入済み）を同じサブネットの IP アドレスに

することはできません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal 

3. key chain name-of-chain

4. key key-id 

5. key-string text 

6. exit

7. ステップ 6 を繰り返します。

8. pfr border

9. local type number 

10. master ip-address key-chain key-chain-name 

11. end
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  ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 key chain name-of-chain

例：
Router(config)# key chain border1_PFR 

キー チェーン認証をイネーブルにし、キー チェーン 
コンフィギュレーション モードを開始します。

• キー チェーン認証は、マスター コントローラと

ボーダー ルータとの間の通信セッションを保護

します。通信を確立するために、キー ID とキー

文字列は一致する必要があります。

ステップ 4 key key-id 

例：
Router(config-keychain)# key 1

キー チェーンの認証キーを識別し、キー チェーン 
キー コンフィギュレーション モードを開始します。

• キー ID は、マスター コントローラで設定され

たキー ID に一致する必要があります。

ステップ 5 key-string text

例：
Router(config-keychain-key)# key-string b1

キーの認証文字列を指定します。

• 認証文字列は、マスター コントローラで設定さ

れた認証文字列に一致する必要があります。

• どのようなレベルの暗号化でも設定できます。

ステップ 6 exit

例：
Router(config-keychain-key)# exit

キー チェーン キー コンフィギュレーション モード

を終了して、キー チェーン コンフィギュレーション 
モードに戻ります。

ステップ 7 ステップ 6 を繰り返します。

例：
Router(config-keychain)# exit

キー チェーン コンフィギュレーション モードを終

了して、グローバル コンフィギュレーション モード

に戻ります。

ステップ 8 pfr border

例：
Router(config)# pfr border 

PfR ボーダー ルータ コンフィギュレーション モード

を開始して、ルータをボーダー ルータとして設定し

ます。

• ボーダー ルータは転送パスに指定され、少なく

とも 1 つの外部および内部インターフェイスを

含む必要があります。
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ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定

  ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定例
次に行うこと

ネットワークでスタティック ルーティングのみを使用するように設定している場合、追加のルーティ

ング プロトコル ピアリングやスタティックな再配布の設定は必要ありません。ボーダー ルータの外部

インターフェイスを示す有効なスタティック ルートが設定されている限り、PfR 管理のネットワーク

は稼動している必要があります。PfR のカスタマイズについては、「次の作業」（P.20）を参照してくだ

さい。

ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定例
• 「例：PfR マスター コントローラの設定」（P.19）

• 「例：PfR ボーダー ルータの設定」（P.20）

例：PfR マスター コントローラの設定

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで開始し、マスター コントローラ プロセスを設定し

て内部ネットワークを管理するのに 低限必要な設定例を示します。PFR と呼ばれるキー チェーン設

定が、グローバル コンフィギュレーション モードで定義されます。

Router(config)# key chain PFR 
Router(config-keychain)# key 1 
Router(config-keychain-key)# key-string KEYSTRING2 
Router(config-keychain-key)# end 

ステップ 9 local type number

例：
Router(config-pfr-br)# local Ethernet 0/0 

PfR ボーダー ルータのローカル インターフェイスを 
PfR マスター コントローラとの通信元として指定し

ます。

• ローカル インターフェイスを定義する必要があ

ります。

ヒント 単一ルータがマスター コントローラとボー
ダー ルータ プロセスの両方を実行するよう
設定されている場合はループバックを設定す
る必要があります。

ステップ 10 master ip-address key-chain key-chain-name 

例：
Router(config-pfr-br)# master 10.1.1.1 
key-chain border1_PFR 

PfR 管理ボーダー ルータ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとの通信

を確立します。

• マスター コントローラを識別するために IP アド

レスが使用されます。

• key-chain-name 引数の値は、ステップ 3 で設定

されたキー チェーン名に一致する必要がありま

す。

ステップ 11 end 

例：
Router(config-pfr-br)# end 

PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレー

ション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻りま

す。

コマンドまたはアクション 目的
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  次の作業
マスター コントローラは、10.100.1.1 のボーダー ルータおよび 10.200.2.2 のボーダー ルータと通信す

るよう設定されます。キープアライブ間隔は 10 秒に設定されます。ルート制御モードは、イネーブル

です。内部および外部の PfR 制御ボーダー ルータ インターフェイスが定義されます。

Router(config)# pfr master 
Router(config-pfr-mc)# keepalive 10 
Router(config-pfr-mc)# logging 
Router(config-pfr-mc)# border 10.100.1.1 key-chain PFR 
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 0/0 external 
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 0/1 internal 
Router(config-pfr-mc-br)# exit
Router(config-pfr-mc)# border 10.200.2.2 key-chain PFR 
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 0/0 external 
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 0/1 internal 
Router(config-pfr-mc)# exit

例：PfR ボーダー ルータの設定

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで開始して、ボーダー ルータをイネーブルにするの

に 低限必要な設定例を示します。キー チェーン設定はグローバル コンフィギュレーション モードで

定義します。

Router(config)# key chain PFR 
Router(config-keychain)# key 1 
Router(config-keychain-key)# key-string KEYSTRING2 
Router(config-keychain-key)# end 

通信を保護するためにキー チェーン PFR が適用されます。マスター コントローラに対してインター

フェイスは、PfR 通信のローカル インターフェイス（ソース）として識別されます。

Router(config)# pfr border 
Router(config-pfr-br)# local Ethernet 0/1 
Router(config-pfr-br)# master 192.168.1.1 key-chain PFR 
Router(config-pfr-br)# end 

次の作業 
マスター コントローラとボーダー ルータを設定した後に、PfR の完全な 適化機能をアクティブにす

るために追加の設定が必要になることがあります。詳細については、「Understanding Performance 
Routing」モジュールおよび「Configuring Advanced Performance Routing」モジュールを参照するか、

「関連資料」（P.21）に記載された他の参考資料を参照してください。
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  参考資料
参考資料

関連資料

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

IP SLA の概要 『Cisco IOS IP SLAs Overview』

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定に関する機
能情報

表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定に関する機能情報

機能名 リリース 機能情報

Optimized Edge Routing（OER） 12.3(8)T
12.2(33)SRB

OER が導入されました。パフォーマンス ルーティングは 
OER の拡張機能です。
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パフォーマンス ルーティングの理解

このモジュールでは、Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）がどのように動作す

るかを説明し、ユーザが自身のネットワークにこのテクノロジーを実装する方法を理解できるようにし

ます。設定後、PfR テクノロジーは一連のフェーズを通過します。これらのフェーズはトラフィック 
クラスのプロファイリングで始まり、トラフィック クラスの測定、トラフィック クラスへのポリシー

の適用、ポリシーの条件に合わせたトラフィック クラスの制御を経て、 後にトラフィック クラス

適化の結果が検証されます。

（注） PfR コンフィギュレーション モジュールでは、Cisco IOS Release 15.1(2)T で導入された PfR 構文が紹

介されています。Cisco IOS Release 15.1(1)T 以前のリリース、または 12.2SR あるいは 12.2SX のイ

メージを実行している場合、Optimized Edge Routing に関するすべての資料については、「Cisco IOS 
Optimized Edge Routing Overview」モジュールを参照してください。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情

報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「パフォーマンス ルーティングを理解す

るための機能情報」（P.33）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「パフォーマンス ルーティングを理解するための前提条件」（P.2）

• 「パフォーマンス ルーティングを理解するための概要」（P.2）

• 「次の作業」（P.31）

• 「参考資料」（P.32） 
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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• 「パフォーマンス ルーティングを理解するための機能情報」（P.33）

パフォーマンス ルーティングを理解するための前提条件
• PfR コンフィギュレーション モジュールでは、Cisco IOS Release 15.1(2)T で導入された PfR 構文

が紹介されています。Cisco IOS Release 15.1(1)T 以前のリリース、あるいは 12.2SR または 
12.2SX のイメージを実行している場合は、『Cisco IOS Optimized Edge Routing Configuration 
Guide』を参照してください。

• PfR フェーズを理解するには、PfR の動作原理と基本的な PfR ネットワーク コンポーネントの

セットアップ方法について概要を把握しておく必要があります。詳細については、「Configuring 
Basic Performance Routing」モジュールを参照してください。

• 参加するすべてのデバイスで Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディ

ング）を有効にする必要があります。その他のスイッチング パスは、Policy-Based Routing
（PBR; ポリシーベース ルーティング）でサポートされている場合でもサポートされません。

パフォーマンス ルーティングを理解するための概要
• 「プロファイル フェーズの概念」（P.2）

• 「測定フェーズの概念」（P.8）

• 「ポリシー適用フェーズの概念」（P.16） 

• 「施行フェーズの概念」（P.26）

• 「確認フェーズの概念」（P.31）

プロファイル フェーズの概念

• 「トラフィック クラスのプロファイリングの概要」（P.2）

• 「自動トラフィック クラス学習」（P.3）

• 「PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの学習」（P.4）

• 「PfR を使用したアプリケーション トラフィック クラスの学習」（P.4）

• 「学習リスト コンフィギュレーション モード」（P.5）

• 「トラフィック クラスの手動設定」（P.6）

• 「PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの設定」（P.6）

• 「PfR を使用したアプリケーション トラフィック クラスの設定」（P.7）

トラフィック クラスのプロファイリングの概要

トラフィックを 適化する前に、PfR はボーダー ルータを通過するトラフィックからトラフィック ク
ラスを判断する必要があります。トラフィック ルーティングを 適化するには、全トラフィックのサ

ブセットを識別する必要があります。これらのトラフィック サブセットをトラフィック クラスと呼び

ます。トラフィック クラスのエントリのリストには、Monitored Traffic Class（MTC; 監視対象トラ

フィック クラス）リストという名前が付けられています。デバイスを経由したトラフィックを自動的

に学習するか、トラフィック クラスを手動で設定することによって、MTC リスト内のエントリのプロ
2
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ファイリングを行うことができます。学習されたトラフィック クラスと設定されたトラフィック クラ

スの両方が、同時に MTC リストに存在する場合があります。PfR プロファイル フェーズには、学習メ

カニズムと設定メカニズムの両方が含まれます。PfR トラフィック クラスのプロファイリング プロセ

スとそのコンポーネントの全体的な構造については、図 1 を参照してください。

図 1 PfR トラフィック クラスのプロファイリング プロセス

このフェーズの 終的な目的は、ネットワークを通過するトラフィックのサブセットを選択することで

す。このトラフィックのサブセット（MTC リスト内のトラフィック クラス）は、使用可能な 良のパ

フォーマンス パスに基づいてルーティングする必要のあるトラフィックのクラスを表します。

図 1 の各部分の詳細については、次の項で説明します。

• 「自動トラフィック クラス学習」（P.3）

• 「トラフィック クラスの手動設定」（P.6）

自動トラフィック クラス学習

PfR は、ボーダー ルータを通過するトラフィックを監視しながら、トラフィック クラスを自動的に学

習します。目的はトラフィックのサブセットを 適化することですが、このトラフィックの正確なパラ

メータをすべて把握できるわけではないので、PfR にはトラフィックを自動的に学習し、MTC リスト

に入力することによってトラフィック クラスを作成する方法が用意されています。初回リリース以降、

複数の機能が PfR に追加され、自動トラフィック クラス学習プロセスの機能は強化されています。

自動トラフィック クラス学習プロセスには、現在 3 つのコンポーネントがあります。1 つめのコンポー

ネントではプレフィクスベースのトラフィック クラスの自動学習、2 つめのコンポーネントではアプリ

ケーションベースのトラフィック クラスの自動学習が規定されています。3 つめのコンポーネントで

は、学習リストを使用してプレフィクスベースとアプリケーションベースの両方のトラフィック クラ

スを分類する方法が規定されています。この 3 つのコンポーネントについては、次の項で説明します。

• 「PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの学習」（P.4）

• 「PfR を使用したアプリケーション トラフィック クラスの学習」（P.4）

• 「学習リスト コンフィギュレーション モード」（P.5）

PfR 
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PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの学習

NetFlow Top Talker 機能を使用して、 大のアウトバウンド スループットまたは 大の遅延時間に基

づいてプレフィクスを自動的に学習するように PfR マスター コントローラを設定できます。スルー

プットの学習では、 大のアウトバウンド トラフィック ボリュームを生成するプレフィクスを判定し

ます。スループット プレフィクスは高い順にソートされます。遅延学習では、Round-Trip Response 
Time（RTT; ラウンドトリップ応答時間）が 大のプレフィクスを判定し、これらのプレフィクスの 
RTT を低減するために、 大遅延プレフィクスを 適化します。遅延プレフィクスは、遅延時間の長

い順にソートされます。

PfR は、次の 2 種類のプレフィクスを自動的に学習できます。

• 外部プレフィクス：外部プレフィクスは、社外で割り当てられたパブリック IP プレフィクスとし

て定義されています。外部プレフィクスは他のネットワークから受信します。

• 内部プレフィクス：内部プレフィクスは、社内で割り当てられたパブリック IP プレフィクスとし

て定義されています。内部プレフィクスは、企業ネットワーク内部で設定されたプレフィクスで

す。

BGP インバウンド 適化機能に、内部プレフィクスを学習する機能が追加されました。BGP を使用す

ると、PfR は内部プレフィクスを選択し、自律システム外のプレフィクスから自律システム内のプレ

フィクス宛てに送信されるトラフィックに対する 良入口選択をサポートできます。以前のリリースで

は、外部プレフィクスだけがサポートされていました。PfR でサポートされる内部プレフィクスの詳細

については、「BGP Inbound Optimization Using Performance Routing」モジュールを参照してくださ

い。

自動プレフィクス学習は、PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレーション モードで設定しま

す。PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードからこのモードに移行するには、learn
（PfR）コマンドを使用します。自動プレフィクス学習がイネーブルの場合、ボーダー ルータ上でプレ

フィクスとその遅延またはスループット特性が測定されます。プレフィクスベースのトラフィック ク
ラスのパフォーマンス測定値はマスター コントローラにレポートされ、学習済みプレフィクスは MTC 
リストに保存されます。

組み込みの NetFlow 機能を使用してトラフィック フローを監視することで、ボーダー ルータ上でプレ

フィクスが学習されます。すべての着信および発信トラフィック フローが監視されます。デフォルト

では上位 100 フローが学習されますが、各学習サイクルにつき 大 2,500 フローを学習するようにマス

ター コントローラを設定できます。

学習したプレフィクスをタイプ（BGP、または非 BGP（スタティック））に基づいて集約するように、

マスター コントローラを設定できます。プレフィクスは、プレフィクス長に基づいて集約できます。

デフォルトでは、/24 プレフィクス長を使用してトラフィック フローが集約されます。プレフィクスの

集約は、単一のホスト ルート（/32）から主要なネットワーク アドレス範囲にいたるまで、ネットワー

クの任意のサブセットまたはスーパーセットを含めるように設定できます。集約された各プレフィクス

に対し、 大 5 個のホスト アドレスを選択してアクティブ プローブ ターゲットとして使用できます。

プレフィクスの集約は、PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレーション モードで 
aggregation-type（PfR）コマンドを使用して設定します。

PfR を使用したアプリケーション トラフィック クラスの学習

PfR はレイヤ 3 プレフィクスを学習でき、プロトコルまたはポート番号などのレイヤ 4 オプションは

フィルタとしてプレフィクスベースのトラフィック クラスに追加できます。プロトコルとポート番号

を使用して、特定のアプリケーション トラフィック クラスを識別できます。プロトコルおよびポート

番号パラメータは、プレフィクスのコンテキストの中だけで監視され、マスター コントローラ データ

ベース（MTC リスト）には送信されません。そのあと、特定のトラフィックを伝送するプレフィクス
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が、マスター コントローラによって監視されます。PfR アプリケーション トラフィック クラスの学習

は、プロトコルとポート番号のほか、Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイ

ント）値もサポートしており、これらのレイヤ 4 オプションは MTC リストに入力されます。

PfR による DSCP 値、ポート、およびプロトコルの学習

PfR では、DSCP 値、ポート番号、またはプロトコルごとにアプリケーション トラフィックをフィル

タリングして集約できます。トラフィック クラスは、プロトコル、ポート番号、および DSCP 値で構

成されるキーの組み合わせによって定義されます。不要なトラフィックをフィルタリングする機能と、

必要なトラフィックを集約する機能が追加されました。プロトコル、ポート番号、DSCP 値などの情報

は、プレフィクス情報と共にマスター コントローラ データベースに送信されるようになりました。こ

の新しい機能により、PfR によるアプリケーション トラフィックのアクティブ モニタリングおよび

パッシブ モニタリングの両方が可能になりました。新しい CLI とアクセス リストを使用して、アプリ

ケーション トラフィック クラスを自動的に学習するように PfR を設定できます。

学習リスト コンフィギュレーション モード

PfR は、トラフィック クラスの学習を簡略化するために、学習リスト コンフィギュレーション モード

をサポートしています。学習リストは、学習したトラフィック クラスを分類する手段です。各学習リ

ストでは、プレフィクス、アプリケーションの定義、フィルタ、および集約パラメータなど、トラ

フィック クラスを学習するためのさまざまな基準を設定できます。トラフィック クラスは、PfR に
よって各学習リスト基準に基づいて自動的に学習されます。各学習リストには、シーケンス番号が設定

されます。シーケンス番号によって、適用される学習リスト基準の順番が決定します。学習リストごと

に異なる PfR ポリシーを適用できます。以前のリリースではトラフィック クラスを分類することはで

きず、1 つの PfR ポリシーが、学習されたすべてのトラフィック クラスに適用されていました。

学習リスト コンフィギュレーション モードでは、traffic-class コマンドを使用してトラフィック クラ

スの学習が簡略化されます。自動学習の対象として、次の 4 種類のトラフィック クラスをプロファイ

ルできます。

• 宛先プレフィクスに基づいたトラフィック クラス

• アクセス リストを使用してカスタム アプリケーションの定義を示すトラフィック クラス

• 宛先プレフィクスを定義するオプションのプレフィクス リスト付きのスタティック アプリケー

ション マッピング名に基づいたトラフィック クラス

• 宛先プレフィクスを定義するオプションのプレフィクス リスト付きの Network-Based Application 
Recognition（NBAR; ネットワークベース アプリケーション認識）アプリケーション マッピング

名に基づいたトラフィック クラス（Cisco IOS Release 12.4(20)T で導入）

学習リストごとに指定できる traffic-class コマンドのタイプは 1 つだけです。throughput（PfR）コ

マンドと delay（PfR）コマンドも、学習リスト内で同時に使用することはできません。

PfR を使用したスタティック アプリケーション マッピング

スタティック アプリケーション マッピング機能に、キーワードを使用してアプリケーションを定義で

きる機能が追加され、アプリケーションベースのトラフィック クラスの設定が簡略化されました。PfR 
では、よく知られているアプリケーションと固定ポートを使用します。複数のアプリケーションを同時

に設定することもできます。スタティック アプリケーション マッピングの詳細については、「Static 
Application Mapping Using Performance Routing」機能を参照してください。

NBAR を使用した PfR アプリケーション マッピング

PfR では、NBAR を使用してアプリケーションベース トラフィック クラスをプロファイリングする機

能がサポートされます。Network-Based Application Recognition（NBAR; ネットワークベース アプリ

ケーション認識）は、Web ベースやその他の動的な TCP/UDP ポート割り当てを使用する分類困難な

アプリケーションおよびプロトコルを含む、多様なプロトコルおよびアプリケーションを認識して分類
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する分類エンジンです。PfR では NBAR を利用して、プロトコルまたはアプリケーションを認識し、

分類します。分類されたトラフィック クラスは、PfR アプリケーション データベースに追加され、

パッシブ モニタリングおよびアクティブ モニタリングの対象となります。NBAR を使用した PfR アプ

リケーション マッピングの詳細については、「Performance Routing with NBAR/CCE Application 
Recognition」機能を参照してください。

トラフィック クラスの手動設定

モニタリングや後続の 適化用にトラフィック クラスを作成するよう、PfR を手動で設定することが

できます。自動学習では通常、デフォルトのプレフィクス長 /24 が使用されますが、手動設定では正確

なプレフィクスを定義することができます。手動のトラフィック クラス設定プロセスには、2 つのコン

ポーネントがあります。1 つはプレフィクスベースのトラフィック クラスの手動設定、もう 1 つはアプ

リケーションベースのトラフィック クラスの手動設定です。これらのコンポーネントについては次の

項で説明します。

• 「PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの設定」（P.6）

• 「PfR を使用したアプリケーション トラフィック クラスの設定」（P.7）

PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの設定

PfR モニタリングの対象となるプレフィクスまたはプレフィクス範囲を選択するには、IP プレフィク

ス リストを設定します。そのあと PfR マップで match 句を設定し、IP プレフィクス リストを MTC リ
ストにインポートします。PfR マップは IP ルート マップと似ています。IP プレフィクス リストは ip 
prefix-list コマンドを使用して設定し、PfR マップはグローバル コンフィギュレーション モードで 
pfr-map コマンドを使用して設定します。

PfR では、プレフィクス リスト構文は通常のルーティングとは若干異なる方法で動作します。ge キー

ワードは使用されません。le キーワードは、包含プレフィクスだけを指定するために PfR によって使

用されます。プレフィクス リストを使用して、正確なプレフィクスを指定することもできます。

マスター コントローラは、デフォルト ルートを含む任意の長さの、完全に一致するプレフィクスを監

視し、制御できます。完全に一致するプレフィクスが指定される場合、PfR は、この完全に一致するプ

レフィクスだけを監視します。

マスター コントローラは、le キーワードと 32 に設定された le-value 引数を使用して包含プレフィクス

を監視および制御できます。PfR は、設定されたプレフィクスおよびより限定されたプレフィクス（た

とえば、10.0.0.0/8 le 32 プレフィクスを設定すると、10.1.0.0/16 プレフィクスおよび 10.1.1.0/24 プレ

フィクスを含みます）を同じ出口で監視し、この情報をルーティング情報ベース（RIB）に記録しま

す。

（注） PfR の一般的な導入では、包含プレフィクス オプションは慎重に使用してください。なぜな

ら、監視および記録するプレフィクスの量が増える可能性があるからです。

deny 文が含まれた IP プレフィクス リストを使用すると、学習済みトラフィック クラスのプレフィク

スまたはプレフィクス長を除外するようにマスター コントローラを設定できます。 良のパフォーマ

ンスを得るには、 も低い PfR マップ シーケンス内で deny プレフィクス リスト シーケンスを割り当

てる必要があります。マスター コントローラの設定では、アクセス リストを使用して不要なトラ

フィックをフィルタリングするようボーダー ルータに指示することもできます。

（注） deny 文が含まれた IP プレフィクス リストは、学習済みのトラフィック クラスだけに適用できます。
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次の 2 種類のプレフィクスを使用して、IP プレフィクス リストを使用した PfR モニタリングを手動
で設定できます。

• 外部プレフィクス：外部プレフィクスは、社外で割り当てられたパブリック IP プレフィクスとし

て定義されています。外部プレフィクスは他のネットワークから受信します。

• 内部プレフィクス：内部プレフィクスは、社内で割り当てられたパブリック IP プレフィクスとし

て定義されています。内部プレフィクスは、企業ネットワーク内部で設定されたプレフィクスで

す。

BGP インバウンド 適化機能に、内部プレフィクスを手動で設定する機能が追加されました。BGP を
使用すると、内部プレフィクスを選択するように PfR を設定して、自律システム外のプレフィクスか

ら自律システム内のプレフィクス宛てに送信されるトラフィックに対する 良の入口選択をサポートで

きます。以前のリリースでは、外部プレフィクスだけがサポートされていました。

PfR でサポートされる内部プレフィクスの詳細については、「BGP Inbound Optimization Using 
Performance Routing」モジュールを参照してください。

PfR を使用したアプリケーション トラフィック クラスの設定

PfR は、PfR プロファイル フェーズにおけるレイヤ 3 プレフィクスの手動設定をサポートしています。

ポリシーベース ルーティング（PBR）用にアプリケーション アウェア ルーティングもサポートされま

す。アプリケーション アウェア ルーティングでは、名前付き拡張 IP Access Control List（ACL; アク

セス コントロール リスト）を使用してレイヤ 3 宛先アドレスを指定するほか、IP パケット ヘッダーの

値に基づいて特定のアプリケーションのトラフィックを選択できます。サポートされるのは名前付き拡

張 ACL だけです。拡張 ACL は permit 文を使用して設定されたあと、PfR マップで参照されます。プ

ロトコルとポート番号を使用して、特定のアプリケーション トラフィック クラスを識別できます。た

だし、プロトコルおよびポート番号パラメータは、プレフィクスのコンテキストの中だけで監視され、

MTC リストには送信されません。特定のアプリケーション トラフィックを伝送するプレフィクスだけ

が、マスター コントローラによってプロファイルされます。アプリケーション アウェア ルーティング

がサポートされたことにより、アプリケーション トラフィックのアクティブ モニタリングがサポート

されました。アプリケーション トラフィックのパッシブ モニタリングもサポートされています。アプ

リケーション トラフィック クラスの設定でサポートされる DSCP 値、プロトコル、およびポート番号

のプロファイリング。MTC リストには、プレフィクスのほか、DSCP 値、ポート番号、プロトコルも

保存されます。

学習リスト コンフィギュレーション モードでは、PfR マップ コンフィギュレーション モードの match 
traffic-class コマンドを使用して、トラフィック クラスの設定を簡略化します。手動設定の対象とし

て、次の 4 種類のトラフィック クラスをプロファイルできます。

• 宛先プレフィクスに基づいたトラフィック クラス

• アクセス リストを使用してカスタム アプリケーションの定義を示すトラフィック クラス

• スタティック アプリケーション マッピング名と宛先プレフィクスを定義するためのプレフィクス 
リストに基づくトラフィック クラス

• NBAR アプリケーション マッピング名と宛先プレフィクスを定義するためのプレフィクス リスト

に基づくトラフィック クラス 

PfR マップごとに指定できる match traffic-class コマンドのタイプは、1 つだけです。

一連の既知のアプリケーションにはスタティック ポートが定義されており、キーワードを入力すると

それぞれのアプリケーションを定義できます。スタティック アプリケーション マッピングの詳細につ

いては、「Static Application Mapping Using Performance Routing」機能を参照してください。

PfR では、NBAR を使用してアプリケーションベース トラフィック クラスをプロファイリングする機

能がサポートされます。NBAR は、ダイナミックな TCP/UDP ポートの割り当てを利用する Web ベー

スおよび分類が困難なアプリケーションやプロトコルなど、幅広いプロトコルおよびアプリケーション

を認識し分類する分類エンジンです。PfR では NBAR を利用して、プロトコルまたはアプリケーショ
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ンを認識し、分類します。分類されたトラフィック クラスは、PfR アプリケーション データベースに

追加され、パッシブ モニタリングおよびアクティブ モニタリングの対象となります。NBAR を使用し

た PfR アプリケーション マッピングの詳細については、「Performance Routing with NBAR/CCE 
Application Recognition」機能を参照してください。

測定フェーズの概念

• 「トラフィック クラス パフォーマンス測定の概要」（P.8）

• 「トラフィック クラス パフォーマンス測定手法」（P.9）

• 「パッシブ モニタリング」（P.11）

• 「アクティブ モニタリング」（P.12）

• 「結合モニタリング」（P.14）

• 「高速フェールオーバー モニタリング」（P.14）

• 「特殊モニタリング」（P.15）

• 「リンク使用率測定手法」（P.15）

トラフィック クラス パフォーマンス測定の概要

PfR 測定フェーズは、トラフィック クラス エントリが Monitored Traffic Class（MTC）リストに入力

される PfR プロファイル フェーズに続く、PfR パフォーマンス ループにおける 2 番目のステップです。

MTC リストにトラフィック クラス エントリが入力されると、PfR はこれらのトラフィック クラス エ
ントリのパフォーマンス メトリックを測定する必要があります。ここでいうモニタリングは、一定の

時間間隔で定期的に行われ、測定値としきい値が比較される測定処理として定義されています。PfR 
は、アクティブおよびパッシブ モニタリング手法を使用してトラフィック クラスのパフォーマンスを

測定しますが、デフォルトではリンクの使用率も測定します。学習済みおよび設定済みのトラフィック 
クラスを監視するように、マスター コントローラを設定することができます。ボーダー ルータはパッ

シブおよびアクティブ モニタリング統計情報を収集し、この情報をマスター コントローラに送信しま

す。MTC リスト内の各トラフィック クラス エントリにパフォーマンス メトリック測定値が関連付け

られると、PfR 測定フェーズは終了します。

PfR 測定フェーズの全体構造と構成要素を図 2 に示します。
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図 2 PfR パフォーマンス測定プロセス

PfR は、トラフィック クラスとリンクの両方のパフォーマンスを測定しますが、トラフィック クラス

またはリンクをモニタリングする前に、その状態を確認します。PfR は、トラフィック クラスの状態

遷移図に従って動作する Policy Decision Point（PDP; ポリシー デシジョン ポイント）を使用します。

状態遷移図と各種トラフィック クラスの状態の説明については、「PfR ポリシー デシジョン ポイント」

（P.18）を参照してください。

トラフィック クラスまたはリンクの状態を判定したら、PfR は次に示すパフォーマンス測定プロセス

のいずれかを開始できます。

• 「トラフィック クラス パフォーマンス測定手法」（P.9）

• 「リンク使用率測定手法」（P.15）

トラフィック クラス パフォーマンス測定手法

PfR は、次の 3 つのトラフィック クラス パフォーマンス測定手法を使用します。

• パッシブ モニタリング：トラフィックが NetFlow 機能を使用してデバイスを通過する間に、トラ

フィック クラス エントリのパフォーマンス メトリックを測定します。

• アクティブ モニタリング：トラフィック クラスをできる限り忠実に再現して合成トラフィックの

ストリームを作成し、その合成トラフィックのパフォーマンス メトリックを測定します。合成ト

ラフィックのパフォーマンス メトリック測定結果は、MTC リスト内のトラフィック クラスに適用

されます。アクティブ モニタリングでは、統合された IP Service Level Agreement（SLA; サービ

ス レベル契約）機能が使用されます。

PfR 
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• アクティブおよびパッシブ モニタリング：アクティブ モニタリングとパッシブ モニタリングを組

み合わせて、ネットワークのトラフィック フローをより正確に把握します。

高速フェールオーバー モニタリング モードは、アクティブおよびパッシブ モニタリング モードのもう

ひとつの組み合わせです。高速フェールオーバー モニタリング モードでは、アクティブ モニタリング

とパッシブ モニタリングを使用して、すべての出口が継続的にプローブされます。高速フェールオー

バー モニタリング モードがイネーブルの場合、プローブの頻度を他のモニタリング モードよりも低く

設定すると、より迅速なフェールオーバー機能を実現できます。

明示的な NetFlow または IP SLA 設定は必要なく、NetFlow および IP SLA のサポートは自動的にイ

ネーブルになります。1 つのトラフィック クラスに対し、アクティブおよびパッシブの両方のモニタリ

ング手法を使用できます。

マスター コントローラが定義され、PfR 機能がイネーブルになると、マスター コントローラはデフォ

ルトによりアクティブ モニタリングとパッシブ モニタリングの両方を使用します。すべてのトラ

フィック クラスは、統合 NetFlow 機能を使用してパッシブに監視されます。ポリシー違反のトラ

フィック クラスは、IP SLA 機能を使用してアクティブに監視されます。マスター コントローラは、

パッシブ モニタリングだけ、アクティブ モニタリングだけ、パッシブおよびアクティブ モニタリン

グ、または、高速フェールオーバー モニタリングを使用するように設定できます。各種モードの主な

違いを表 1 に示します。

Cisco IOS Release 12.2(33)SXH では、Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチを PfR ボーダー ルータ

として使用するサポートが導入されました。Cisco IOS Release 12.2(33)SRB では、Cisco 7600 シリー

ズ ルータを PfR ボーダー ルータとして使用するサポートが導入されました。ボーダー ルータとして使

用されている Cisco Catalyst 6500 スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータと通信するマスター コ
ントローラは、Cisco IOS Release 12.4(6)T 以降が稼動しているルータである必要があります。なぜな

ら Catalyst 6500 では、パッシブな統計情報を収集する制限付き機能をサポートするために、特殊モニ

表 1 モード比較表

比較パラメータ

アクティブ モー

ド

パッシブ 
モード 結合モード

高速フェール

オーバー モード

導入されたリリース 12.3(14)T 12.3(14)T 12.3(14)T 12.4(15)T

アクティブ /IP SLA あり なし あり あり

パッシブ /NetFlow なし あり あり あり

代替パスのモニタリング オンデマンド オンデマン

ド

オンデマン

ド

常時

良のフェールオーバー時間 10 秒 1 分以内 1.1 分以内 3 秒
ラウンドトリップ遅延のサポー

ト

あり あり あり あり

損失に対するサポート ジッター プロー

ブ限定

TCP トラ

フィック限

定

TCP トラ

フィック限

定

TCP トラフィッ

クおよびジッ

ター プローブ限

定

到達可能性のサポート あり TCP トラ

フィック限

定

TCP トラ

フィック限

定

あり

ジッターのサポート あり なし なし あり

MOS のサポート あり なし なし あり
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タリング モードが導入されたからです。特殊モードはグローバルに設定されるため、Command-Line 
Interface（CLI; コマンド ライン インターフェイス）を使用して設定することはできません。詳細につ

いては、「特殊モニタリング」（P.15）を参照してください。

各モニタリング手法の詳細については、次の項を参照してください。

• 「パッシブ モニタリング」（P.11）

• 「アクティブ モニタリング」（P.12）

• 「結合モニタリング」（P.14）

• 「高速フェールオーバー モニタリング」（P.14）

• 「特殊モニタリング」（P.15）

パッシブ モニタリング

Cisco IOS PfR は、Cisco IOS ソフトウェアの統合テクノロジーである NetFlow を使用して、トラ

フィック クラスごとにパッシブ モニタリング統計情報を収集、集約します。PfR 管理ネットワークが

作成されると、デフォルトによりパッシブ モニタリングとアクティブ モニタリングが共にイネーブル

になります。パッシブ モニタリングは、mode monitor passive コマンドを使用して明示的にイネーブ

ルにすることもできます。Netflow はフローベースのモニタリングおよびアカウンティング システム

で、パッシブ モニタリングがイネーブルになると、デフォルトによりボーダー ルータの Netflow サ
ポートがイネーブルになります。

パッシブ モニタリングは既存のトラフィックだけを使用し、追加のトラフィックは生成されません。

ボーダー ルータは、パッシブ モニタリング統計情報を収集し、1 分間に約 1 回の頻度でマスター コン

トローラに情報をレポートします。トラフィックがボーダー ルータの外部インターフェイスを通過し

ない場合、データはマスター コントローラにレポートされません。しきい値の比較はマスター コント

ローラで実行されます。パッシブ モニタリングでは、プレフィクス、ポート、プロトコル、および 
DSCP 値で定義されたトラフィック クラスがサポートされます。

PfR はパッシブ モニタリングを使用して、すべてのトラフィック クラスについて次のメトリックを測

定します。

• 遅延：PfR は所定のプレフィクスについて、TCP フローの平均遅延を測定します。遅延とは、

TCP 同期メッセージが送信されてから TCP 受信確認が受信されるまでの、ラウンドトリップ応答

時間（RTT）の測定値です。

• パケット損失：PfR は、各 TCP フローの TCP シーケンス番号をトラッキングしてパケット損失を

測定します。PfR は、 も大きい TCP シーケンス番号をトラッキングすることで、パケット損失

を推定します。後続のパケットが前よりも小さいシーケンス番号で受信されると、PfR はパケット

損失のカウンタを増やします。パケット損失は、100 万パケットあたりの損失パケット数で測定さ

れます。

• 到達可能性：PfR は、TCP 受信確認を受信しないまま繰り返し送信された TCP 同期メッセージを

トラッキングして、到達可能性を測定します。

• スループット：PfR は、所定の時間間隔における各トラフィック クラスの総バイト数と総パケッ

ト数を測定することで、スループットを測定します。

（注） すべてのトラフィック クラスが監視されますが、遅延、損失、および到達可能性に関する情報は TCP 
トラフィック フローに限定して取得されます。スループット統計情報は、すべての非 TCP トラフィッ

ク フローについて取得されます。
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プレフィクスに加えて DSCP 値、ポート番号、プロトコルもボーダー ルータからマスター コントロー

ラに送信されます。収集されたパッシブ モニタリング統計情報は、プレフィクス履歴バッファに保存

されます。このバッファは、トラフィック フローが継続的かどうかに応じて、少なくとも 60 分間の情

報を格納できます。PfR はこの情報を使用して、プレフィクスがデフォルトまたはユーザ定義のポリ

シーに準拠しているかどうかを判断します。トラフィック クラスのトラフィックは、ネットワーク内

の 1 台の伝送デバイスを通過するので、代替パスの分析は行われません。トラフィック クラスが 
Out-of-Policy（OOP; ポリシー違反）になり、パッシブ モニタリング モードだけがイネーブルの場合、

そのトラフィック クラスは別のポイントに移動され、良好または 良の出口が見つかるまで測定が繰

り返されます。トラフィック クラスが OOP になり、パッシブおよびアクティブの両方のモニタリング 
モードがイネーブルの場合、すべての出口でアクティブ プローブが実行され、 良または良好な出口

が選択されます。良好および 良の出口の選択については、「出口選択モード」（P.24）を参照してくだ

さい。

アクティブ モニタリング

PfR パッシブ モニタリング手法によってネットワーク デバイスで過度のオーバーヘッドが発生する場

合、または PfR パッシブ モニタリング モードを使用してトラフィック クラスのパフォーマンス メト

リックを測定できない場合は、PfR アクティブ モニタリング手法が実行されます。アクティブ モニタ

リングでは、トラフィック クラスをできる限り忠実に再現する合成トラフィックのストリームが作成

されます。合成トラフィックのパフォーマンス メトリックが測定され、その結果が MTC リストのトラ

フィック クラス エントリに適用されます。アクティブ モニタリングでは、プレフィクス、ポート、プ

ロトコル、および DSCP 値で定義されたトラフィック クラスがサポートされます。

PfR はアクティブ モニタリングを使用して、すべてのトラフィック クラスについて次のメトリックを

測定します。

• 遅延：PfR は所定のプレフィクスについて、TCP、UDP、および ICMP フローの平均遅延を測定

します。遅延とは、TCP 同期メッセージが送信されてから TCP 受信確認が受信されるまでの、ラ

ウンドトリップ応答時間（RTT）の測定値です。

• 到達可能性：PfR は、TCP 受信確認を受信しないまま繰り返し送信された TCP 同期メッセージを

トラッキングして、到達可能性を測定します。

• ジッター：ジッターとは、パケット間遅延の分散です。PfR は、複数のパケットをターゲット ア
ドレスと所定のターゲット ポート番号に送信し、宛先に到着したパケット間の遅延を測定するこ

とで、ジッターを測定します。

• Mean Opinion Score（MOS; 平均オピニオン評点）：MOS は、標準ベースの音声品質測定手法で

す。ITU などの標準化団体によって、P.800（MOS）および P.861（Perceptual Speech Quality 
Measurement（PSQM））という 2 つの重要な勧告が作成されています。P.800 は、音声品質の平均

オピニオン評点を算出する方法の定義に関するものです。MOS スコアの範囲は、 低の音声品質

を表す 1 から 高を表す 5 までです。MOS 4.0 は、「トール品質」音声と見なされます。

Cisco ネットワーク デバイスでの合成トラフィックの作成は、Cisco IOS IP SLA プローブを使用する

とアクティブになります。PfR は IP SLA 機能と統合され、IP SLA プローブを使用してトラフィック 
クラスをアクティブに監視します。アクティブ モニタリングがイネーブルの場合、マスター コント

ローラはボーダー ルータに対し、一連のターゲット IP アドレスにアクティブ プローブを送信するよう

指示します。ボーダー ルータは、1 つのトラフィック クラスにつき 大 5 個のターゲット ホスト アド

レスにプローブ パケットを送信し、分析のためプローブ結果をマスター コントローラに送信します。

PfR で使用される IP SLA アクティブ プローブ タイプ

IP SLA は Cisco IOS ソフトウェアの組み込み機能で、これを使用すると IP アプリケーションおよび

サービスの IP サービス レベルの分析、生産性の改善、運用コストの削減、ネットワークの輻輳や停止

の低減などが可能になります。IP SLA では、ネットワーク パフォーマンスの測定にアクティブ トラ

フィック モニタリングを使用します。つまり、継続的で信頼性が高く予測可能な方法でトラフィック
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を生成します。Cisco ルータで使用できる IP SLAs Responder を宛先デバイス上でイネーブルにする

と、測定データの精度が向上します。IP SLA の詳細については、『Cisco IOS IP SLAs Configuration 
Guide』を参照してください。

設定可能なアクティブ プローブのタイプは次のとおりです。

• ICMP エコー：ターゲット アドレスに ping が送信されます。アクティブ プローブが自動的に生成

されると、PfR はデフォルトにより ICMP エコー プローブを使用します。ICMP エコー プローブ

の設定には、ターゲット デバイスからの大きな協力を必要としません。しかし、プローブを繰り

返し行うと、ターゲット ネットワーク内で Intrusion Detection System（IDS; 侵入検知システム）

アラームが発生することがあります。自身の管理制御下にないターゲット ネットワークで IDS が
設定されている場合には、ターゲット ネットワークの管理者に通知することを推奨します。

• ジッター：ジッター プローブがターゲット アドレスに送信されます。ターゲット ポート番号を指

定する必要があります。設定されるポート番号に関係なく、ターゲット デバイスのリモート レス

ポンダはイネーブルにする必要があります。ジッター プローブ使用時のアクティブ モニタリング

用に、損失ポリシーがサポートされています。

• TCP 接続：TCP 接続プローブがターゲット アドレスに送信されます。ターゲット ポート番号を指

定する必要があります。TCP メッセージの設定で、既知の番号である TCP ポート番号 23 以外の

ポート番号を使用するように指定されている場合は、リモート レスポンダをイネーブルにする必

要があります。

• UDP エコー：UDP エコー プローブがターゲット アドレスに送信されます。ターゲット ポート番

号を指定する必要があります。設定されるポート番号に関係なく、ターゲット デバイスのリモー

ト レスポンダはイネーブルにする必要があります。

監視対象トラフィック クラスの DSCP フィールドが 0 以外の値に設定されている場合、PfR はデフォ

ルトにより、DSCP 値を持つプローブ パケットをマークします。

トラフィック クラスに対するアクティブ プローブの作成

トラフィック クラスに対してアクティブ プローブを作成するには、プローブ タイプを特定し、そのト

ラフィック クラスにプローブ ターゲットを割り当てる必要があります。PfR は、次のいずれかの手法

を使用してプローブ タイプを特定します。

• 学習済みプローブ：NetFlow トップ トーカーの学習メカニズムを使用してトラフィック クラスが

学習されると、アクティブ プローブが自動的に生成されます。各トラフィック クラスに対して 5 
つのターゲットが学習され、デフォルトによりアクティブ プローブが ICMP エコー プローブとし

て設定されます。

• 設定済みプローブ：プローブ タイプ、ターゲット アドレス、およびポートを必要に応じて指定す

ることで、マスター コントローラでアクティブ プローブを設定することもできます。設定済みト

ラフィック クラスは、任意の IP SLA アクティブ プローブを使用するように設定できます。

PfR は次のいずれかの手法を使用して、トラフィック クラスにプローブ ターゲットを割り当てます。

• 長一致：デフォルトでは、PfR は MTC リスト内で一致箇所が も長いプレフィクスを持つトラ

フィック クラスにプローブ ターゲットを割り当てます。これをデフォルト プローブ割り当てと呼

びます。

• 強制割り当て：PfR マップを使用して IP SLA プローブを設定できます。プローブの結果は、PfR 
マップに関連付けられた特定のトラフィック クラスに割り当てられます。このようなアクティブ 
プローブ結果の割り当てを、強制ターゲット プローブ割り当てと呼びます。

アクティブ プローブはボーダー ルータ から発信され、外部インターフェイスを経由して伝送されます

（外部インターフェイスは、 適化されたプレフィクスの優先ルートである場合とそうでない場合があ

ります）。指定されたターゲットに対して外部インターフェイス経由のアクティブ プローブを作成する

場合は、その外部インターフェイスを介してターゲットに到達できる必要があります。指定されたター

ゲットの到達可能性をテストするために、PfR は BGP およびスタティック ルーティング テーブルで、

所定のターゲットと外部インターフェイスのルート ルックアップを実行します。Protocol Independent 
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Route Optimization（PIRO）に、PfR が任意の IP Routing Information Base（RIB; ルーティング情報

ベース）で親ルート（正確に一致するルートまたはあいまいなルート）を検索できる機能が追加されま

した。まず BGP ルーティング テーブルが検索され、次にスタティック テーブル、 後に RIB が検索

されます。

アクティブ モニタリング モードでは、すべてのボーダー ルータでプローブがアクティブになり、特定

のトラフィック クラスにとって 良のパフォーマンス パスが検索されます。トラフィック クラスが 
OOP にならない限り、そのトラフィック クラスのアクティブ プローブが再度アクティブ化されること

はありません。

デフォルトでは、PfR が使用するアクティブ プローブの頻度は 60 秒に設定されています。2 つのプ

ローブ間の時間間隔を短く設定することで、ポリシーごとにアクティブ プローブの頻度を増やすこと

ができます。プローブの頻度を増やすと応答時間が短縮され、音声トラフィックの場合は、MOS 低カ

ウント率の近似値をより正確に求めることができます。

PfR アクティブ プローブ ソース アドレス 
PfR は、アクティブ プローブのソース アドレスを設定する機能をサポートしています。デフォルトで

は、アクティブ プローブはプローブを送信する PfR 外部インターフェイスのソース IP アドレスを使用

します。アクティブ プローブ ソース アドレス機能は、ボーダー ルータで設定されます。このコマンド

が設定されると、指定されたインターフェイスのプライマリ IP アドレスがアクティブ プローブ ソース

として使用されます。アクティブ プローブのソース インターフェイス IP アドレスは、プローブ応答が

指定したソース インターフェイスに必ず戻されるようにするために、一意である必要があります。イ

ンターフェイスに IP アドレスが設定されていない場合、アクティブ プローブは生成されません。イン

ターフェイスがアクティブ プローブのソースとして設定された後で IP アドレスが変更されると、アク

ティブ プローブは停止し、新しい IP アドレスで再開します。インターフェイスがアクティブ プローブ

のソースとして設定された後で IP アドレスが削除されると、アクティブ プローブは停止します。有効

なプライマリ IP アドレスが設定されるまで再開しません。

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化

PfR では、遅延、到達可能性、ジッター、Mean Opinion Score（MOS; 平均オピニオン評点）などの音

質メトリックを基準とする、アクティブ プローブを使用した音声トラフィックのアウトバウンド 適

化がサポートされます。

音声トラフィック 適化の詳細については、「PfR Voice Traffic Optimization Using Active Probes」モ

ジュールを参照してください。

結合モニタリング

ネットワーク内のトラフィック フローをより正確に把握するために、アクティブおよびパッシブの両

方のモニタリングを組み合わせるように Cisco IOS PfR を設定することもできます。両方の PfR モニタ

リング モードを結合する場合、いくつかのシナリオが考えられます。

一例を挙げると、トラフィック クラスを学習するにはそれらのトラフィック クラスをパッシブに監視

しますが、トラフィック クラスを制御するには代替パスのパフォーマンス メトリックも測定する必要

があります。ネットワーク内で実際に代替パスを通過するトラフィックがない場合は、アクティブ プ
ローブを使用して代替パス パフォーマンス メトリックを測定できます。PfR は、5 つのターゲットで

トラフィック クラスを学習し、アクティブ プローブを使用してすべての代替パスをプローブすること

により、このプロセスを自動化します。

高速フェールオーバー モニタリング

高速モニタリングでは、すべての出口を継続的に監視する（probe-all）ようにアクティブ プローブが

設定され、パッシブ モニタリングもイネーブルになります。高速フェールオーバー モニタリングは、

すべてのタイプのアクティブ プローブ（ICMP エコー、ジッター、TCP 接続、および UDP エコー）で
14
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使用できます。mode monitor fast コマンドがイネーブルの場合、プローブの頻度を他のモニタリング 
モードよりも低く設定すると、より迅速なフェールオーバー機能を実現できます。プローブ頻度を低く

設定した高速モニタリング中にポリシー違反状態が発生すると、3 秒以内にルートが変更されます。高

速モニタリング中に出口が OOP になると、選択された 良の出口が動作可能になり、OOP 出口からの

ルートは 良のポリシー準拠出口に移動されます。高速モニタリングは、継続的なプローブによって多

くのオーバーヘッドが発生する、非常にアグレッシブなモードです。高速モニタリングは、パフォーマ

ンスに影響されやすいトラフィックだけに使用することを推奨します。たとえば音声コールは、パ

フォーマンスの問題や輻輳が発生したリンクに大きく影響されます。しかし、高速モニタリング モー

ドを使用すると、数秒でコールを検出して再ルーティングすることができます。

（注） 高速モニタリング モードでは、学習済みプレフィクスと同様に、プローブ ターゲットが学習されます。

ネットワーク内で多数のプローブをトリガーしないようにするには、トラフィックがパフォーマンスに

影響されやすいリアルタイム アプリケーションと重要アプリケーションにのみ、高速モニタリング 
モードを使用します。

特殊モニタリング

PfR ボーダー ルータ専用機能に、マスター コントローラ機能をサポートしていないハードウェア プ
ラットフォーム上で PfR を実行できる機能が追加されました。ただしこれらのプラットフォームは、

機能が制限されたボーダー ルータとして動作することができます。ボーダー ルータとして使用されて

いる Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータと通信するマスター コ
ントローラは、Cisco IOS Release 12.4(6)T 以降が稼動しているルータである必要があります。

特殊モニタリング モードの mode monitor special 構文が導入されました。マスター コントローラ機能

をサポートしないハードウェア プラットフォームに対し、mode monitor both の代わりに使用できま

す。特殊モードはグローバルに設定されるため、Command-Line Interface（CLI; コマンド ライン イン

ターフェイス）を使用して設定することはできません。マスター コントローラ機能をサポートしてい

ないハードウェア プラットフォームでは、PfR は TCP フローのパッシブ モニタリングから遅延、損

失、到達可能性などのパフォーマンス特性を確認できません。PfR が測定できるのは、パッシブ ス
ループットのみとなります。スループットベースのロード バランシングは引き続きサポートされます。

また、パッシブ モニタリングの制限事項に対応してアクティブ プローブがイネーブルにされ、アク

ティブ IP SLA 測定ができるようになっています。マスター コントローラでは、自動的に Cisco 
Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータの制限付き機能が検出され、他の

ボーダー ルータがダウングレードされて、トラフィック クラスのスループット統計だけが取得されま

す。その他の統計を無視することによって、マスター コントローラのボーダー ルータ機能の表示が均

一になります。

（注） show oer master prefix コマンドの出力では、mode monitor special のプレフィクスの隣に "#" が示さ

れます。

リンク使用率測定手法

リンク使用率のしきい値

ボーダー ルータに外部インターフェイスが設定されると、PfR は自動的に外部リンクの使用率を監視

します（外部リンクはボーダー ルータ上のインターフェイスで、通常は WAN にリンクしています）。

デフォルトでは、ボーダー ルータは 20 秒ごとにリンクの使用率をマスター コントローラにレポートし

ます。出力（送信済み）と入力（受信済み）の両方のトラフィック使用率の値がマスター コントロー

ラにレポートされます。出口または入口リンクの使用率がデフォルトしきい値である 75 % を超えてい
15
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る場合、その出口または入口リンクは OOP 状態であり、PfR はトラフィック クラス用の代替リンクを

検出するためにモニタリング プロセスを開始します。リンク使用率のしきい値は、毎秒あたりのキロ

バイト数（kbps）で表す絶対値またはパーセンテージとして手動で設定できます。

リンク使用率範囲

また、PfR では、すべてのリンクに対する使用率の範囲を計算するよう設定することもできます。出力

（送信済み）と入力（受信済み）の両方のトラフィック使用率の値がマスター コントローラにレポート

されます。図 3 に、個別の ISP 経由でインターネットに接続する出口リンクを持つ 2 つのボーダー 
ルータを示します。マスター コントローラは、いずれのボーダー ルータのリンク、つまり図 3 の BR1 
または BR2 がトラフィック クラスによって使用されているかを判断します。

図 3 PfR ネットワーク図

PfR 範囲機能は、確実にトラフィックの負荷を分散するために、出口または入口リンクが相互に相対的

な使用率の範囲内に収まるよう動作します。範囲は割合で指定されます。この値はマスター コント

ローラ上で設定され、そのマスター コントローラで管理されているボーダー ルータ上のすべての出口

リンクまたは入口リンクに適用されます。たとえば、範囲が 25 % に指定され、BR1（図 3）の出口リ

ンクの使用率が 70 % のとき、BR2（図 3）の出口リンクの使用率が 40 % に低下すると、2 つの出口リ

ンク間のパーセンテージ範囲は 25 % より大きくなるので、PfR は一部のトラフィック クラスを BR1 
の出口リンクの使用にあて、トラフィックの負荷を均一にしようと試みます。BR1（図 3）が入口リン

クとして設定されている場合は、使用率の値が送信済みトラフィックではなく受信済みトラフィックに

関するものでない限り、出口リンクの場合と同じ方法でリンク使用率範囲が計算されます。

ポリシー適用フェーズの概念

• 「ポリシー適用フェーズの概要」（P.17）

• 「PfR ポリシー デシジョン ポイント」（P.18）

• 「トラフィック クラス パフォーマンス ポリシー」（P.19）

• 「PfR リンク ポリシー」（P.21）

• 「PfR リンクのグループ化」（P.22）

• 「PfR ネットワーク セキュリティ ポリシー」（P.22）

• 「PfR ポリシーの動作オプションおよびパラメータ」（P.23）

• 「PfR ポリシーの適用」（P.25）

• 「複数の PfR ポリシーに対するプライオリティ解決」（P.25）
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ポリシー適用フェーズの概要

PfR ポリシー適用フェーズは、トラフィック クラスを識別するプロファイル フェーズと、MTC リスト

内の各トラフィック クラス エントリを監視してパフォーマンス メトリックを測定する測定フェーズに

続く、PfR パフォーマンス ループにおける 3 番目のステップです。ポリシー適用フェーズでは、測定

されたパフォーマンス メトリックを既知のまたは設定されたしきい値と比較し、トラフィックが所定

のサービス レベルを満たしているか、あるいは何らかの措置が必要かを判断します。パフォーマンス 
メトリックがしきい値に適合していない場合、PfR はトラフィック クラスを移動するか、他の状態に

遷移するかを決定します。状態遷移の決定の詳細については、「PfR ポリシー デシジョン ポイント」

（P.18）を参照してください。

PfR ポリシーは、目的が明示されたルールであり、次の項目が含まれます。

• 範囲

• 処理

• トリガー イベントまたは条件

たとえば、特定のトラフィック クラス エントリに送信されるパケットの遅延を 100 ミリ秒以下で維持

するようにポリシーを設定することができます。この場合、範囲とは特定のトラフィック クラス エン

トリに送信されるネットワーク トラフィックであり、処理はルーティング テーブルの変更、トリガー 
イベントはこのトラフィックで測定された 100 ミリ秒を超える遅延です。PfR がトラフィックを制御す

るよう PfR 制御フェーズで設定されるまでは、処理が実行されない場合があります。プロファイル、

測定、およびポリシー適用フェーズでは、PfR はデフォルトにより観察モードで実行されます。

PfR ポリシー適用フェーズでは、ポリシーの設定と適用が可能です。異なるタイプの PfR ポリシーを

設定でき（図 4 を参照）、特定の PfR パラメータおよびオプションをポリシーに含めることができま

す。このマニュアルでは、パラメータとは微調整ができる設定可能要素であり、オプションとはイネー

ブルまたはディセーブルにする設定可能要素を指します。PfR ポリシーを設定したら、そのポリシーを

学習済みトラフィック クラスまたは設定済みトラフィック クラスに適用できます。PfR ポリシーは、

すべてのトラフィック クラスを対象としてグローバルに適用することも、一部のトラフィック クラス

だけに適用することもできます。

図 4 PfR ポリシー適用フェーズの構造

3 種類の PfR ポリシーと設定可能な動作オプションおよびパラメータを図 4 に示します。各ポリシー 
タイプ、パラメータ、またはオプションの 詳細を確認するには、次のリンクを使用してください。

• 「トラフィック クラス パフォーマンス ポリシー」（P.19）

PfR 
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• 「PfR リンク ポリシー」（P.21）

• 「PfR ネットワーク セキュリティ ポリシー」（P.22）

• 「PfR ポリシーの動作オプションおよびパラメータ」（P.23）

PfR ポリシーの設定後は、図 4 に示すように、すべてのトラフィック クラスを対象とするグローバル 
ベースで、または一部のトラフィック クラスを対象に、ポリシーを学習済みトラフィック クラスまた

は設定済みトラフィック クラスに適用できます。PfR ポリシーの適用の詳細については、「PfR ポリ

シーの適用」（P.25）を参照してください。

トラフィック クラスに複数のポリシー パラメータを設定する場合、複数のポリシーが重複する可能性

があります。実行するポリシーの競合を回避するために、PfR は解決機能を使用します。これは、大半

のポリシー タイプにプライオリティを設定できる柔軟なメカニズムです。PfR で複数のポリシーの競

合を解決する方法については、「複数の PfR ポリシーに対するプライオリティ解決」（P.25）を参照して

ください。

PfR ポリシー デシジョン ポイント

トラフィック クラスのパフォーマンス メトリックをデフォルトまたは設定されたしきい値と比較する 
PfR ポリシーを実行する際、トラフィック クラスの状態が変更される場合があります。PfR は、図 5 
に示すトラフィック クラスの状態遷移図に従って動作するポリシー デシジョン ポイント（PDP）を使

用します。図 5 の状態遷移図には次の状態が含まれています。

• デフォルト：PfR の制御下にないとき、トラフィック クラスはデフォルト状態です。中央のポリ

シー データベースである MTC に 初に追加されたとき、トラフィック クラスはデフォルト状態

にあります。トラフィック クラスは、パフォーマンス測定値、タイマー、およびポリシーの設定

に応じてデフォルト状態から遷移します。

• 出口選択：これは、PDP がトラフィック クラスの現在の状態をポリシーの設定と比較し、そのト

ラフィック クラスに 適の出口を選択するための一時的な状態です。PfR は現在の出口を通過す

るトラフィック クラスを維持しようとしますが、デフォルト状態の場合と同様に、パフォーマン

ス測定値、タイマー、およびポリシーの設定によって、マスター コントローラは出口リンク選択

プロセス中にトラフィック クラスをこの状態に移動させる可能性があります。トラフィック クラ

スは、新しい出口に移動されるまでは出口選択状態にあります。

• ホールドダウン：マスター コントローラが、プローブを使用して監視するためにトラフィック ク
ラスを転送するようボーダー ルータに要求すると、トラフィック クラスはホールドダウン状態に

なります。このトラフィック クラスが使用している出口が到達不能と宣言されない限り、選択さ

れたトラフィック クラスに関する測定値はホールドダウン タイマーが終了するまで収集されます。

出口が到達不能な場合、トラフィック クラスは出口選択状態に戻ります。
18
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図 5 PfR トラフィック クラス状態遷移図

• ポリシー準拠：パフォーマンス測定値がデフォルトまたはユーザ定義のポリシー設定と比較され、

出口が選択されると、トラフィック クラスはポリシー準拠状態になります。ポリシー準拠状態の

トラフィック クラスは、デフォルトまたはユーザ定義の設定に適合する出口から転送されます。

マスター コントローラは引き続きトラフィック クラスを監視しますが、周期タイマーが終了する

か、測定コレクタからポリシー違反メッセージが受信され、トラフィック クラスが出口選択状態

に戻るまで、処理は行われません。

（注） 観察モードの実行中、プレフィクスがポリシー準拠状態になるのは、そのプレフィクスに選択

された出口が現在の出口である場合だけです。

• ポリシー違反（OOP）：デフォルトまたはユーザ定義のポリシーに準拠したトラフィック クラスを

転送する出口がない場合、トラフィック クラスはポリシー違反状態になります。トラフィック ク
ラスがこの状態にある間、バックオフ タイマーがこの状態からの遷移を制御します。トラフィッ

ク クラスがポリシー違反状態になるたびに、そのトラフィック クラスのこの状態における経過時

間が増加します。トラフィック クラスがポリシー準拠状態になると、そのトラフィック クラスの

タイマーがリセットされます。すべての出口リンクがポリシー違反の場合、マスター コントロー

ラは使用可能な 良の出口を選択することもあります。

トラフィック クラス パフォーマンス ポリシー

PfR トラフィック クラス パフォーマンス ポリシーは、トラフィック クラスのパフォーマンス特性を管

理する一連のルールです。トラフィック クラスは、ネットワーク アドレス（プレフィクス）の場合と、

プロトコル、ポート番号、DSCP 値などのアプリケーション基準の場合があります。ネットワーク ア
ドレスは、ネットワーク内の各エンドポイント（10.1.1.1/32 など）またはサブネット全体（10.0.0.0/8 
など）を参照できます。PfR ポリシーで管理できる主なパフォーマンス特性は次のとおりです。

• 「到達可能性」（P.20）

• 「遅延」（P.20） 

• 「パケット損失」（P.20）

• 「ジッター」（P.20）

• 「平均オピニオン評点（MOS）」（P.21）
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これらのパフォーマンス特性は、到達可能性を除き、従来のルーティング プロトコル メトリックの構

造では管理できません。Cisco PfR は、指定されたパスで宛先に到達できるかどうかを自動的に検証す

ることで、到達可能性の（ルーティング テーブルに特定のルートを確保するという）概念を拡大しま

す。Cisco PfR では、ネットワーク管理者はトラフィック フローを管理するための新しく強力なツール

セットを使用できます。

到達可能性

到達可能性は、PfR がトラフィック クラス エントリから許可する到達不能ホストの相対割合（%）、ま

たは flows per million（fpm; 100 万フローあたりの到達不能数）に基づく絶対 大数として指定されま

す。到達不能ホストの絶対数または相対割合がユーザ定義またはデフォルトの値を超える場合、PfR そ
のはトラフィック クラス エントリをポリシー違反と見なし、代替出口リンクを探します。

到達可能性のパラメータを設定するには、unreachable（PfR）コマンドを使用します。このコマンド

には relative と threshold という 2 つのキーワードがあります。到達不能ホストの相対割合を設定する

には relative キーワードを使用します。到達不能ホストの相対割合は、短期測定値および長期測定値の

比較に基づいています。短期測定値には、5 分以内に到達できないホストの割合が反映されます。長期

測定値には、60 分以内に到達できないホストの割合が反映されます。この値の計算には次の式が使用

されます。

到達不能ホストの相対割合 = ((短期割合 - 長期割合 ) / 長期割合 ) × 100 

マスター コントローラは、割合で表されるこれら 2 つの値の差異を測定します。この割合がユーザ定

義またはデフォルトの値を超えると、トラフィック クラス エントリはポリシー違反と見なされます。

たとえば、長期測定で 10 台、短期測定で 12 台のホストが到達不能な場合、到達可能ホストの相対割

合は 20 % です。

threshold キーワードは、到達不能ホストの絶対 大数の設定に使用します。この 大数は、fpm に基

づく到達不能な実際のホスト数に基づいています。

遅延

遅延（レイテンシともいう）は、パケットが送信元デバイスから送信されて宛先デバイスに到着するま

での遅れとして定義されています。遅延は、一方向遅延またはラウンドトリップ遅延として測定されま

す。レイテンシの 大の原因は、ネットワーク伝送遅延です。

PfR は、音声トラフィックに関する遅延パフォーマンス特性の定義をサポートしています。ラウンドト

リップ遅延は、通話能力に影響し、平均オピニオン評点（MOS）の計算に使用されます。一方向遅延

は、ネットワーク問題の診断に使用されます。200 ミリ秒の遅延に気づいた発信者は、パケット遅延の

ため、相手の応答中に話そうとすることがあります。ITU-T G.114 で規定されている電話業界標準で

は、一方向遅延の 大値を 150 ミリ秒以下にするよう推奨しています。一方向遅延が 150 ミリ秒を超

えると、音声品質に影響が出ます。300 ミリ秒以上のラウンドトリップ遅延が発生すると、話者同士が

同時に発話してしまうことがあります。

パケット損失

パケット損失は、インターフェイスの障害、パケットのルーティング先の間違い、またはネットワーク

の輻輳によって発生する可能性があります。

音声トラフィックのパケット損失はサービスの低下を招き、発信者には音声が途切れて聞こえます。パ

ケット損失の平均値が低くても、音声品質は短期間の連続するパケット損失の影響を受ける場合があり

ます。

ジッター

PfR は、ジッター パフォーマンス特性の定義をサポートしています。ジッターとは、パケット間遅延

の分散です。複数のパケットが発信元から宛先に連続的に送信された場合、たとえば 10 ms 間隔で送信

された場合、ネットワークが理想的に動作していれば、宛先は 10 ms 間隔でパケットを受信します。し

かし、ネットワーク内に遅延（キューイング、代替ルートを介した受信など）が存在する場合、パケッ
20
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ト間の到着遅延は、10 ms より大きい場合も、10 ms より小さい場合もあります。この例を使用する

と、正のジッター値は、パケットが 10 ms を超える間隔で到着することを示します。パケットが 12 ms 
間隔で到着する場合、正のジッターは 2 ms です。パケットが 8 ms 間隔で到着する場合、負のジッター

は 2 ms です。VoIP のように遅延の影響を受けやすいネットワークの場合、ジッター値は正と負のいず

れであっても望ましくなく、理想的なジッター値は 0 です。

平均オピニオン評点（MOS）

PfR は、MOS パフォーマンス特性の定義をサポートしています。すべての要因が音声品質に影響を与

えるので、音声品質の測定方法については多くの人々が疑問を持っています。ITU などの標準化団体

によって、P.800（MOS）および P.861（Perceptual Speech Quality Measurement（PSQM））という 2 
つの重要な勧告が作成されています。P.800 は、音声品質の平均オピニオン評点を算出する方法の定義

に関するものです。MOS スコアの範囲は、 低の音声品質を表す 1 から 高を表す 5 までです。MOS 
4.0 は、「トール品質」音声と見なされます。

ジッターと MOS パフォーマンス特性は、遅延やパケット損失だけでなく PfR ポリシーでも設定でき、

IP ネットワークでの電話品質の判断に利用できます。

PfR リンク ポリシー

PfR リンク ポリシーは、PfR が管理する外部リンクに適用される一連のルールです（外部リンクは、

ネットワーク エッジにあるボーダー ルータのインターフェイスです）。リンク ポリシーでは、目的と

するリンクのパフォーマンス特性を定義します。トラフィック クラス パフォーマンス ポリシーのよう

に、リンクを使用する個々のトラフィック クラス エントリのパフォーマンスを定義するのではなく、

リンク ポリシーではリンク全体のパフォーマンスを定義します。リンク ポリシーは、出口（出力）リ

ンクと入口（入力）リンクに適用できます。リンク ポリシーで管理されるパフォーマンス特性は次の

とおりです。

• トラフィック負荷（使用率）

• 範囲

• コスト

トラフィック負荷

トラフィック負荷（使用率とも呼ばれます）ポリシーは、特定のリンクで伝送できるトラフィック量に

関する上限しきい値で構成されます。Cisco IOS PfR は、トラフィック クラスごとの負荷分散をサポー

トします。ボーダー ルータに外部インターフェイスが設定されると、ボーダー ルータはデフォルトに

より、20 秒ごとにリンク使用率をマスター コントローラに報告します。出口リンクおよび入口リンク

のトラフィック負荷しきい値は PfR ポリシーとして設定できます。出口または入口リンク使用率が、

設定されたしきい値またはデフォルトしきい値である 75 % を超えている場合、その出口または入口リ

ンクは OOP 状態であり、PfR はトラフィック クラス用の代替リンクを検出するためにモニタリング プ
ロセスを開始します。リンク使用率のしきい値は、キロビット毎秒（kbps）で表す絶対値またはパー

センテージとして手動で設定できます。各インターフェイスの負荷使用率ポリシーは、マスター コン

トローラでボーダー ルータを設定する際に設定します。

ヒント 負荷分散を設定する場合は、load-interval（PfR）インターフェイス コンフィギュレーション コマン

ドを使用して、外部インターフェイスでのインターフェイス負荷計算の間隔を 30 秒に設定することを

推奨します。デフォルトの計算間隔は 300 秒です。負荷計算は、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードのボーダー ルータで設定します。この設定は必須ではありませんが、Cisco IOS PfR が
できる限り迅速に負荷分散に対応できるよう、これを設定しておくことを推奨します。
21
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範囲

範囲ポリシーは、確実にトラフィックの負荷が分散されるよう、すべてのリンクを相互に相対的な一定

の使用率の範囲内で維持するために定義します。たとえば、ネットワークに複数の出口リンクがあり、

いずれかのリンクを優先する財務上の理由がない場合、 善の選択はすべてのリンクに負荷を均一に分

散することです。従来のルーティング プロトコルによる負荷共有では、必ずしも均一に負荷が分散さ

れるわけではありません。なぜなら、負荷共有はフローベースであり、パフォーマンスまたはポリシー 
ベースではないからです。Cisco PfR 範囲機能を使用すると、一連のリンクにおけるトラフィック使用

率が所定の割合の範囲内で相互に維持されるように PfR を設定できます。リンク間の差異が大きくな

りすぎると、PfR は使用可能なリンク間にトラフィック クラスを分散し、リンクをポリシー準拠状態

に戻そうとします。デフォルトでは、マスター コントローラは PfR が管理するすべてのリンクに対し

て 大範囲使用率を 20 % に設定しますが、使用率の範囲は 大割合値を使用して設定できます。出口

リンクおよび入口リンクの使用率範囲は PfR ポリシーとして設定できます。

コスト

コストベース 適化を使用すると、ネットワーク内の各出口リンクの金銭的コスト（ISP サービス レベ

ル契約（SLA））に基づいてポリシーを設定できます。PfR コストベース 適化を実装するには、帯域

幅使用率の費用効果が も高い出口リンクからトラフィックを送信し、なおかつ目的とするパフォーマ

ンス特性は維持するようにマスター コントローラを設定します。

コストベース 適化は、固定または階層的な課金方法を使用して課金されるリンクに適用でき、コスト

ベースのロード バランシングも実行できます。詳細については、「Configuring Performance Routing 
Cost Policies」モジュールを参照してください。

PfR リンクのグループ化

パフォーマンス ルーティング - リンク グループ機能に、出口リンクのグループを PfR 用の優先リンク 
セットまたはフォールバック リンク セットとして定義し、PfR ポリシーで指定されたトラフィック ク
ラスを 適化する際に使用できるようにする機能が導入されました。現在 PfR は、ポリシーで指定さ

れたプリファレンスと、指定リンク外のパスでのトラフィック クラスのパフォーマンス（到達可能性、

遅延、損失、ジッター、MOS などのパラメータを使用）に基づいて、トラフィック クラスに 良のリ

ンクを選択しています。 良リンクの選択では、帯域幅の使用率、コスト、リンクの範囲を考慮するこ

ともできます。リンクのグループ化に使用される手法では、1 つ以上のトラフィック クラスに対する優

先リンクを PfR ポリシーで指定し、プライマリ リンク グループと呼ばれる優先リンクのリストにある

良リンクを介してトラフィック クラスがルーティングされるようにします。プライマリ グループに

所定のポリシーとパフォーマンス要件を満たすリンクがない場合は、フォールバック リンク グループ

を指定することもできます。プライマリ グループ リンクを使用できない場合、トラフィック クラスは

フォールバック グループ内の 良リンクを介してルーティングされます。 良のリンクを特定するた

めに、PfR はプライマリ グループとフォールバック グループの両方をプローブします。

PfR リンクのグループ化の詳細については、「Performance Routing Link Groups」のマニュアルを参照

してください。

PfR ネットワーク セキュリティ ポリシー

PfR には、ネットワークの不正使用の防止またはネットワーク内外での攻撃軽減のためにネットワーク 
セキュリティ ポリシーを設定する機能があります。ブラック ホール ルーティングまたはシンクホール 
ルーティング手法を使用するように PfR を設定すると、ネットワーク攻撃による影響を軽減できます。

ブラック ホール ルーティングとは、パケットをヌル インターフェイスに転送する、つまりパケットを

「ブラック ホール」にドロップするプロセスです。シンクホール ルーティングでは、パケットはネクス

ト ホップに転送され、そこで保存、分析、またはドロップされます。シンクホール ルーティングはハ

ニーポット ルーティングとも呼ばれます。
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PfR ポリシーの動作オプションおよびパラメータ

特定のタイプの PfR ポリシーに加え、PfR ポリシーの動作パラメータまたはオプションも設定可能で

す。動作パラメータとはタイマーであり、動作オプションはさまざまな動作モードで構成されます。詳

細については、次の項を参照してください。

• 「PfR タイマー パラメータ」（P.23）

• 「PfR モード オプション」（P.24）

PfR タイマー パラメータ

PfR ポリシーの動作パラメータとして、次の 3 種類のタイマーを設定できます。

• 「バックオフ タイマー」（P.23）

• 「ホールドダウン タイマー」（P.23）

• 「周期タイマー」（P.23）

バックオフ タイマー

バックオフ タイマーは、マスター コントローラがポリシー違反のトラフィック クラスエントリを保留

する移行期間を調整するために使用されます。マスター コントローラは、この移行期間だけ待機して

から、ポリシー準拠の出口を検索します。 小、 大、および任意のステップ タイマー値を設定でき

ます。

ホールドダウン タイマー

ホールドダウン タイマーは、トラフィック クラス エントリのルート ダンプニング タイマーを設定し

て、代替出口が選択可能になるまで新しい出口を使用する 小期間を設定します。マスター コント

ローラは、急速な状態の変化によってトラフィック クラス エントリのフラッピングが発生するのを防

ぐために、トラフィック クラス エントリがポリシー違反状態になっても、ホールドダウン タイマー期

間中はそのエントリを他の出口に移動しません。トラフィック クラス エントリがホールドダウン状態

の間、PfR はポリシーの変更を実施しません。トラフィック クラス エントリは、デフォルトまたは設

定された期間中、ホールドダウン状態で維持されます。ホールドダウン タイマーの期限が切れると、

PfR は、パフォーマンスおよびポリシー設定に基づいて 良の出口を選択します。ただし、トラフィッ

ク クラス エントリの現在の出口が到達不能になった場合は、ただちにルート変更がトリガーされます。

周期タイマー

周期タイマーは、トラフィック クラス エントリが現在の出口でポリシー準拠状態であっても、さらに

良好なパスを検出するために使用されます。周期タイマーが終了すると、マスター コントローラはト

ラフィック クラス エントリの現在の出口を確認します。現在の測定値とプライオリティに基づいてさ

らに良好な出口がある場合、トラフィック クラス エントリは新しいポリシー準拠出口リンクに移動さ

れます。

PfR タイマーの調整を行う際は、新しい設定値が残り時間よりも少ないと、既存の設定はただちに新し

いタイマー設定に置き換えられることに注意してください。値が残り時間よりも多い場合、既存タイ

マーが期限切れになるか、リセットされると、新しい設定が適用されます。

（注） 極端なタイマー設定を行うと、出口リンクまたはトラフィック クラス エントリがポリシー違反状態に

なることがあります。
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PfR モード オプション

PfR ポリシーの動作オプションとして、次の 3 種類のモード オプションを設定できます。

• 「モニタ モード」（P.24）

• 「ルート モード」（P.24）

• 「出口選択モード」（P.24）

モニタ モード

モニタ モード オプションでは、PfR モニタリングの設定をイネーブルにします。ここでいうモニタリ

ングは、一定の時間間隔で定期的に行われ、測定値としきい値が比較される測定処理として定義されて

います。PfR は、アクティブおよびパッシブ モニタリング手法を使用してトラフィック クラスのパ

フォーマンスを測定しますが、デフォルトでは出口リンクの使用率も測定します。

ルート モード

ルート モード オプションでは、3 つの PfR ルート制御ポリシー設定のうちいずれか 1 つを指定します。

ルート モード制御は PfR の自動ルート制御をイネーブルにし、ルート モード メトリックは PfR ルート 
プロトコルに関する設定を指定し、ルート観察モードではルート制御についての助言が行われますが、

処理は何も実行されません。デフォルトでは、PfR がイネーブルになると、観察モードのモニタリング

もイネーブルになります。観察モードでは、マスター コントローラはデフォルトおよびユーザ設定の

ポリシーに基づいてトラフィック クラスと出口リンクを監視し、ネットワークの状態と必要な決定事

項をレポートします。ただし、変更は何も実施されません。観察モードは、PfR がネットワークに積極

的に導入される前に、その機能の効果を検証するために使用されます。

出口選択モード

出口選択モード オプションでは、出口選択の設定をイネーブルにします。ポリシー準拠のトラフィッ

ク クラス エントリは、パフォーマンス メトリックの測定値がデフォルトまたは定義済みのしきい値を

超えず、トラフィック クラス トラフィックが現在のパス上にあると定義されます。この場合、現在の

ネットワーク パスでトラフィック クラス エントリのポリシー準拠状態が維持されるので、PfR は代替

出口リンクを検索しません。このタイプの設定は、mode select-link good コマンドを使用してアク

ティブ化されます。このコマンドは、mode（PfR）コマンドが指定されていない場合のデフォルトで

す。PfR で 良パフォーマンス パスを選択するシナリオはほかにもあります。このタイプの設定は、

mode select-link best コマンドを使用してアクティブ化されます。この場合、トラフィック クラス エ
ントリが現在のパスでポリシー準拠状態である間に、PfR は代替パスのパフォーマンス メトリックを

測定します。さらに良好なパスが検出されると、PfR は現在のパスを移動します。ただし、 初に 良

のパスが選択された場合は、周期タイマーが設定されていない限り、PfR は代替パスの検索を開始しま

せん。周期タイマーが終了すると、マスター コントローラはトラフィック クラス エントリの現在の出

口を確認します。現在の測定値とプライオリティに基づいてさらに良好な出口がある場合、トラフィッ

ク クラス エントリは新しいポリシー準拠出口リンクに移動されます。PfR でいつでも 良パフォーマ

ンス パスが選択されるようにする必要がある場合は、周期タイマーと mode select-link best コマンド

を使用します。

出口選択モード オプションにはもうひとつ使用方法があります。mode select-link good コマンドの動

作中に、PfR によってトラフィック クラス エントリに対するポリシー準拠の出口が検出されなかった

場合、PfR はそのトラフィック クラス エントリを制御解除状態にします。mode select-link best コマ

ンドの動作中に、PfR によってトラフィック クラス エントリに対するポリシー準拠の出口が検出され

なかった場合、PfR は OOP 出口リンクの中からそのトラフィック クラス エントリにとって 良の出口

を選択します。
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PfR ポリシーの適用

PfR ポリシーは、学習済みまたは設定済みのトラフィック クラスに適用できます。PfR マスター コン

トローラ コンフィギュレーション モードで PfR ポリシーが直接設定されている場合は、その PfR ポリ

シーをグローバルに適用できます。すべてのトラフィック クラスはグローバル ポリシーを継承します。

ただし、トラフィック クラスのサブセットにポリシーを適用したい場合は、特定のポリシーを設定で

きます。特定の PfR ポリシーは、プレフィクス リストまたはアクセス リストと一致する特定のトラ

フィック クラスだけに適用されます。特定のポリシーは、同じポリシーが特定のポリシーによって上

書きされない限り、グローバル ポリシーを継承します。PfR ポリシーは、プレフィクスだけに適用で

きすることができます。あるいは、アプリケーション トラフィック クラスを定義するトラフィック ク
ラスに PfR ポリシーを適用し、プレフィクス、プロトコル、ポート番号、および DSCP 値を含めるこ

ともできます。特定のポリシーを学習済みまたは設定済みトラフィック クラスに適用するには、PfR 
マップ設定を使用します。

PfR ポリシー用 PfR マップの設定

PfR マップはルート マップと似ていますが、大きく異なる点があります。PfR マップの目的は、match 
句を使用して学習済みまたは設定済みトラフィック クラスを選択してから、set 句を使用して PfR ポリ

シー設定を適用することです。ルート マップのようにシーケンス番号を使用して PfR マップを任意で

設定することはできますが、評価されるのはシーケンス番号が も小さい PfR マップだけです。PfR 
マップとルート マップの動作の違いはここにあります。重要な違いは次の 2 点です。

• 各シーケンスに対して設定できるのは、1 つの match 句だけです。1 つの PfR マップ シーケンスに

複数の match 句を設定しようとすると、エラー メッセージが表示されます。

• PfR マップの設定に permit 文または deny 文は使用しません。ただし、IP プレフィクス リストで 
permit 文または deny 文を設定し、そのプレフィクス リストを PfR マップに適用すると、IP トラ

フィック フローに許可または拒否シーケンスを設定できます。

適切に一致すると、PfR マップに set 句の設定が適用されます。PfR set 句を使用して、バックオフ タ
イマー、パケット遅延、ホールドダウン タイマー、パケット損失、周期タイマー、解決設定、到達不

能ホスト、traceroute レポートなどのポリシー パラメータを設定できます。

PfR マップによって適用されたポリシーはただちに有効になります。PfR マップ設定は、show 
running-config コマンドの出力で確認できます。PfR ポリシー設定は、show pfr master policy コマン

ドの出力で確認できます。これらのポリシーは、PfR マップと一致する、または PfR マップを通過す

るトラフィック クラスだけに適用されます。

PfR ポリシーを適用するポリシー ルールの設定

policy-rules（PfR）コマンドを使用すると、PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モー

ドで、シーケンス番号を使用して PfR マップを選択し設定を適用できます。これにより、定義済み 
PfR マップ間での切り替えを容易に実行できます。ポリシーの設定に使用できる PfR マップは 1 度に 1 
つだけですが、多数の PfR マップを定義することができます。

複数の PfR ポリシーに対するプライオリティ解決

1 つのトラフィック クラス エントリまたはトラフィック クラスのセットに複数のポリシー基準を設定

する場合、複数のポリシーが重複する可能性があります。実行するポリシーの競合を回避するために、

PfR は解決機能を使用します。これは、PfR ポリシーにプライオリティを設定できる柔軟なメカニズム

です。各ポリシーには一意の値が割り当てられ、 低値が設定されているポリシーが 高プライオリ

ティ ポリシーとして選択されます。デフォルトでは、PfR は 高プライオリティを遅延ポリシーに割

り当て、その次に使用率ポリシーに割り当てます。いずれかのポリシーにプライオリティ値を割り当て

ると、デフォルト設定は上書きされます。ポリシー競合解決を設定するには、PfR マスター コント

ローラ コンフィギュレーション モードで resolve（PfR）コマンドを使用するか、PfR マップ コンフィ

ギュレーション モードで set resolve（PfR）コマンドを使用します。
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PfR ポリシー競合解決のための分散設定

PfR 解決を設定する際、定義済みのポリシーに許容分散を設定することもできます。分散では、平均遅

延が割合で設定されます。平均遅延とは、1 つの出口に対するすべてのトラフィック クラスまたは特定

のポリシー トラフィック クラスが、定義されたポリシー値と異なっていてもそれと同等と見なされる

範囲です。たとえば、 良の出口リンク（遅延の面から見て 良の出口）でのトラフィック クラス エ
ントリの遅延が 80 ミリ秒（ms）で、10 % の分散が設定されている場合、その他の出口リンクで同じ

トラフィック クラス エントリの遅延が 80 ～ 88 ms の範囲内であれば、それらの出口リンクは 良の出

口リンクと同等であると見なされます。

PfR で分散がどのように使用されるかを理解するために、3 つの出口リンクでトラフィック クラス エ
ントリの遅延およびジッターに次のパフォーマンス値が設定された場合を見てみましょう。

• 出口 A：遅延 80 ms、ジッター 3 ms

• 出口 B：遅延 85 ms、ジッター 1 ms

• 出口 C：遅延 100 ms、ジッター 5 ms

このトラフィック クラス エントリには、次の PfR ポリシー競合解決が適用されます。

delay priority 1 variance 10
jitter priority 2 variance 10

PfR は、プライオリティ値が も低いポリシー（この例では遅延ポリシー）を探して 良の出口を判断

します。遅延値が も低いのは出口 A です。ただし、出口 B の遅延値は 85 で、これは出口 A におけ

る遅延値の 10 % 分散の範囲内です。したがって、出口 A と出口 B は遅延値上では同等であると見なさ

れます。出口 C は、遅延値が高すぎるため無視されます。次のプライオリティ ポリシーはジッターで、

ジッター値が も低いのは出口 B です。出口 A のジッター値は出口 B のジッター値の 10 % 分散の範

囲内にないので、PfR は、トラフィック クラス エントリの唯一 良の出口として出口 B を選択します。

（注） 分散は、コストまたは範囲ポリシーには設定できません。

施行フェーズの概念

• 「PfR 施行フェーズの概要」（P.26）

• 「PfR トラフィック クラス制御手法」（P.27）

• 「PfR 出口リンク選択制御手法」（P.28）

• 「PfR 入口リンク選択の制御テクニック」（P.30）

PfR 施行フェーズの概要

PfR 学習フェーズでトラフィック クラスをプロファイリングし、測定フェーズでトラフィック クラス

のパフォーマンス メトリックを測定し、トラフィックが所定のサービス レベルを満たしている場合は

ポリシー フェーズでネットワーク ポリシーを使用して、Monitored Traffic Class（MTC）リストにあ

るトラフィック クラス エントリの測定済みパフォーマンス メトリックを既知または設定済みのしきい

値にマッピングしたら、PfR パフォーマンス ループにおける次のステップは施行フェーズです。

デフォルトでは、PfR は観察モードで動作します。PfR 学習、測定、およびポリシー適用フェーズのマ

ニュアルでは、PfR が観察モードであることを前提としています。観察モードでは、マスター コント

ローラはデフォルトおよびユーザ設定のポリシーに基づいてトラフィック クラスと出口リンクを監視

し、ポリシー違反（OOP）イベントなどネットワークの状態と必要な決定事項をレポートします。た

だし、変更は何も実施されません。PfR 施行フェーズは、観察モードではなく制御モードで動作しま

す。制御モードは、mode route control コマンドを使用して明示的に設定する必要があります。制御
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モードでは、マスター コントローラはボーダー ルータからの情報を観察モードと同じ方法で統合しま

す。ただし、PfR 管理ネットワークのルーティングを変更してポリシー決定を実施するために、ボー

ダー ルータにコマンドが返されます。

次のいずれかの状況が発生すると、PfR はルート変更を開始します。

• トラフィック クラスが OOP になる。

• 出口リンクが OOP になる。

• 周期タイマーが終了し、出口選択モードが 良のモードとして設定される。

PfR 施行フェーズでは、マスター コントローラは目的のパフォーマンス特性と一致するポリシー準拠

のトラフィック クラスを継続的に監視し、それらのトラフィック クラスがポリシー準拠のまま維持さ

れるようにします。OOP のトラフィック クラスと出口をポリシー準拠にする場合だけ、それらのトラ

フィック クラスと出口が変更されます。ネットワークで目的のパフォーマンス レベルを実現するには、

マスター コントローラによるポリシー決定に影響を与える可能性のある設定オプションを認識してお

く必要があります。PfR タイマーと PfR モード オプションの詳細については、「PfR ポリシーの動作オ

プションおよびパラメータ」（P.23）を参照してください。

PfR の導入時に考慮すべきもうひとつの設定上の問題は、極端な遅延または損失ポリシーが定義され、

出口リンクへの加入も過剰な場合、PfR がトラフィック クラスをポリシー準拠状態にできないと判断

する可能性があるということです。この場合マスター コントローラは、トラフィック クラスが OOP 
のままであっても、パフォーマンス ポリシーに も厳密に適合するリンクを選択するか、PfR 制御か

らプレフィクスを削除します。PfR は、使用可能な帯域幅を 大限活用できるようにすることを目的と

していますが、加入過多の帯域幅の問題は解決できません。

PfR 制御モードがイネーブルになり、設定オプションが検討されたら、次のステップでは PfR で実施

されるトラフィック クラス制御の手法を検証します。

PfR トラフィック クラス制御手法

PfR マスター コントローラが、OOP トラフィック クラスまたは出口リンクに対して何らかの措置が必

要であると判断した場合、ルーティング メトリックまたは BGP 属性を変更したり、ルート マップを使

用するポリシーベースのルーティングを導入したりして、トラフィックが別のリンクを使用するように

するための手法がいくつかあります。トラフィック クラスに関連付けられたトラフィックがプレフィ

クスだけで定義されている場合は、BGP ルートまたはスタティック ルートの導入など、従来のルー

ティング制御メカニズムを使用できます。この制御は、再配布後にネットワーク全体で有効になりま

す。なぜなら、より良好なメトリックを持つルーティング プロトコルに導入されたプレフィクスは、

そのプレフィクスのトラフィックをボーダー ルータに誘導するからです。トラフィック クラスに関連

付けられたトラフィックがプレフィクスとその他のパケット一致基準または（たとえばアプリケーショ

ン トラフィック）によって定義されている場合、従来のルーティングを使用してそのアプリケーショ

ン トラフィックを制御することはできません。この場合は、ネットワーク全体ではなくデバイス固有

の制御が行われます。このようなデバイス固有の制御は、PfR でポリシーベース ルーティング（PBR）

機能を使用して実行されます。このシナリオのトラフィックを他のデバイスにルーティングする必要が

ある場合、リモート ボーダー ルータはシングル ホップの位置にあるか、シングル ホップのように見え

るトンネル インターフェイスである必要があります。

出口または入口リンクの選択で分類した各種のトラフィック クラス制御手法を図 6 に示します。
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図 6 トラフィック クラス制御手法

実施可能な各種トラフィック クラス制御手法の詳細については、次の項を参照してください。

• 「PfR 出口リンク選択制御手法」（P.28）

• 「PfR 入口リンク選択の制御テクニック」（P.30）

PfR 出口リンク選択制御手法

出口選択にはパフォーマンス ルーティングのロード バランシングに関する 1 つの原理が当てはまるの

で、出口リンク選択制御手法を導入するにあたっては、この原理を理解する必要があります。PfR で
は、限定度の高いルートはデフォルト ルートとして設定しない限り、親ルートとして扱われません。

親ルートの検索時、ソフトウェアでは指定されたプレフィクスを含む も限定度の高いルートの検出が

試みられます。また、ソフトウェアでは、そのルートが予想される出口をポイントしていることが確認

されます。限定度の高いスタティック ルートが 2 つ以上存在する場合、それぞれのルートで予想され

る出口があるかどうかが検査されます。予想される出口が見つかった場合、プローブが作成されます。

たとえば、次のような設定があるとします。

ip route 10.4.0.0 255.255.0.0 172.17.40.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 6/0

プレフィクス 10.4.1.0/24 およびターゲット 10.4.1.1 のプローブは、シリアル インターフェイス 6/0 を
使用する出口上には作成されません。この理由は、10.4.1.1 を含む も限定度の高いルートは 
172.17.40.2 への出口になっているためです。両方の出口にトラフィックの負荷を分散する場合の解決

法は、限定度の高いルートのデフォルト ルートを作成することです。次に例を示します。

ip route 10.4.0.0 255.255.0.0 172.17.40.2
ip route 10.4.0.0 255.255.0.0 serial 6/0

または

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 6/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.40.2

変更後の設定では、172.17.40.2 への出口用とシリアル インターフェイス 6/0 を使用する出口用に 2 つ
のプローブが作成されます。

PfR では、次の手法を使用して出口リンク選択を実施します。
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• 「スタティック ルートの挿入」（P.29）

• 「BGP 制御手法」（P.29）

• 「EIGRP ルート制御」（P.30）

• 「ポリシーベースのルーティング制御」（P.30）

• 「Protocol Independent Route Optimization（PIRO）」（P.30）

スタティック ルートの挿入

PfR マスター コントローラは、一時的なスタティック ルートを挿入して、特定のボーダー ルータを優

先出口リンクとして強制的に使用させることができます。これらのスタティック ルートはルータのメ

モリ内に一時的に存在し、永続的な設定には意図的に保存されません。マスター コントローラがボー

ダー ルータでスタティック ルートを挿入するための手法はいくつかあります。既存のスタティック 
ルートは、より良好なルーティング メトリックを持つ新しいスタティック ルートで上書きされます。

ボーダー ルータ上にデフォルト ルート（またはあいまいなルート）がある場合、マスター コントロー

ラは監視対象のトラフィック クラス用に特定のスタティック ルートを追加できます。このスタティッ

ク ルートは既存のデフォルト ルートよりも優先されます。 後に、マスター コントローラでは分割プ

レフィクスとして知られる方法も使用できます。

分割プレフィクスは、追加されたより具体的なルートを参照します。このルートは、あいまいなルート

よりも優先されます。たとえば、ボーダー ルータに 10.10.10.0/24 のルートがすでにある場合、

10.10.10.128/25 のスタティック ルートを追加すると、新たに挿入されたルートを使用してアドレス 
10.10.10.129 ～ 10.10.10.254 も転送されます。大規模ネットワークのサブセットを監視するように設

定されている場合、PfR は既存のルーティング テーブルに適切なルートを追加します。PfR は分割プ

レフィクスを使用して、既存プレフィクスのサブセットをより適切な出口リンクにリダイレクトできま

す。分割プレフィクスは、内部 BGP（iBGP）ルートとスタティック ルートの両方で使用できます。

ルーティング プロトコル テーブルに既存ルートがない場合、PfR はルートを挿入しません。特定タイ

プのルートを挿入する前に、PfR は BGP またはスタティック テーブル内にルートが存在し、プレフィ

クスと既存リンクへのポイントが含まれていることを確認します。このルートはデフォルト ルートの

場合もあります。

BGP 制御手法

PfR では 2 つの BGP 手法を使用して、 良の出口パスを強制的に使用させます。手法のひとつは BGP 
ルートの挿入、もうひとつは BGP ローカル プリファレンス属性の変更です。

トラフィック クラスに関連付けられているトラフィックがプレフィクスだけで定義されている場合、

マスター コントローラは BGP ルートを BGP テーブルに挿入するようボーダー ルータに指示し、その

トラフィックで他のリンクが使用されるようにすることができます。PfR で挿入されたすべてのルート

は自律システムのローカル ルートのままであり、外部 BGP ピアと共有されることはありません。この

動作が確実に実行されるようにするため、PfR は BGP ルートを挿入する際、そのルートに no-export 
コミュニティを設定します。この処理は自動的に実行されるので、ユーザが設定する必要はありませ

ん。ただし、現在これらのルートには特殊なマーキングがあるため、内部 BGP ピアと情報を共有する

には追加設定が必要です。各 iBGP ピアに対し、send コミュニティ設定を指定する必要があります。

ボーダー ルータは挿入されたルートの 良出口を認識していますが、さらにこの情報をネットワーク

に再配布する必要が生じる場合があります。

PfR は、トラフィック クラスの制御にも BGP ローカル プリファレンスを使用します。BGP ローカル 
プリファレンス（Local_Pref）は BGP プレフィクスに適用される任意の属性で、ルート選択時にその

ルートに対するプリファレンスの程度を指定します。Local_Pref は BGP プレフィクスに適用される値

であり、Local_Pref の値が高いほど、そのルートは同等のルートよりも優先されます。マスター コン

トローラはいずれかのボーダー ルータに対し、トラフィック クラスに関連付けられたプレフィクスま

たはプレフィクスのセットに Local_Pref 属性を適用するよう指示します。そのあとボーダー ルータ
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は、Local_Pref 値をすべての内部 BGP ピアと共有します。Local_Pref は自律システムのローカルでは

重要な値ですが、外部 BGP ピアとは共有されません。iBGP 再コンバージェンスが完了すると、プレ

フィクスの Local_Pref が も高いルータが、ネットワークからの出口リンクになります。

（注） デフォルトの BGP ルーティングに 5,000 以上のローカル プリファレンス値が設定されている場合は、

mode（PfR）コマンドを使用してそれよりも高い BGP ローカル プリファレンス値を PfR で設定する

必要があります。

EIGRP ルート制御

PfR EIGRP mGRE DMVPN ハブアンドスポーク サポート機能により、PfR で EIGRP ルートを制御で

きるようになりました。この機能がイネーブルになると、PfR プレフィクスおよびルートを制御するた

めに、既存の BGP およびスタティック ルート データベースだけでなく EIGRP データベースでも親

ルートがチェックされます。詳細については、「Using Performance Routing to Control EIGRP Routes 
with mGRE DMVPN Hub-and-Spoke Support」モジュールを参照してください。

ポリシーベースのルーティング制御

PfR は、ポリシーベースのルーティングを使用してアプリケーション トラフィックを制御できます。

PfR ポリシーの一環として PfR マップで定義されたトラフィックと照合することで、特定の PfR ボー

ダー ルータを通過するアプリケーション トラフィックを識別できます。match ip address（PfR）コマ

ンドは、拡張 ACL をサポートするように強化されました。拡張 ACL は PfR マップで参照されます。

各 PfR マップ シーケンスには単一の match 句を設定できます。set 句は、一致したトラフィックに独立

した PfR ポリシーを適用するために設定されます。このトラフィックは、監視対象のプレフィクスの

サブセットです。アプリケーションのポリシー ルーティングを強制するために、PfR ポリシーはすべ

てのボーダー ルータに適用されます。一致したトラフィックは、ポリシー パラメータに適合する PfR 
外部インターフェイスを介してポリシー ルーティングされます。

アプリケーション トラフィックの識別と制御には、プレフィクスのほか DSCP 値、ポート番号、およ

びプロトコルも使用できます。DSCP 値、プロトコル、およびポート番号は、ボーダー ルータによっ

てマスター コントローラに送信され、MTC リストに入力されます。

Protocol Independent Route Optimization（PIRO）

PIRO が導入され、PfR でトラフィック クラスを識別および制御できるようになりました。PIRO の前

に、PfR は BGP またはスタティック ルート データベースで、親ルート（正確に一致するルートまたは

あいまいなルート）を持つトラフィック クラスのパスを 適化します。PIRO を使用して、PfR は親

ルートの IP ルーティング情報ベース（RIB）を検索できます。これにより、OSPF や IS-IS などの内部

ゲートウェイ プロトコル（IGP）を含む任意の IP ルーティング環境に PfR を導入することができます。

詳細については、「Performance Routing - Protocol Independent Route Optimization (PIRO)」を参照し

てください。

PfR 入口リンク選択の制御テクニック

PfR BGP インバウンド 適化機能に、インバウンド トラフィックを操作する機能が追加されました。

ネットワークは ISP への eBGP アドバタイズメントを使用して、内部プレフィクスの到達可能性をイ

ンターネットにアドバタイズします。同じプレフィクスが複数の ISP にアドバタイズされると、その

ネットワークはマルチホーム状態になります。PfR BGP インバウンド 適化は、マルチホームのネッ

トワークで も効果的に機能します。ただしこの 適化は、同じ ISP に対して複数の接続を持つネット

ワークでも使用できます。BGP インバウンド 適化を実装するために、PfR は eBGP アドバタイズメ

ントを操作して、内部プレフィクス宛てのトラフィックに対して 良入口選択を反映させます。 良入

口選択は、複数の ISP に接続しているネットワークだけに効果があります。
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  次の作業
PfR 入口リンク選択制御手法の詳細については、「BGP Inbound Optimization Using Performance 
Routing」モジュールを参照してください。

確認フェーズの概念

• 「確認フェーズの概要」（P.31）

確認フェーズの概要

PfR パフォーマンス ループの 終フェーズでは、PfR 制御フェーズで実施された処理によってトラ

フィック フローが実際に変更され、トラフィック クラスまたはリンクのパフォーマンスがポリシー準

拠状態に移行するかどうかを確認します。PfR は NetFlow を使用して、自動的にルート制御を確認し

ます。マスター コントローラは、新しいリンク インターフェイスからのトラフィック クラスの 
Netflow アップデートを予想しているので、以前のパスからの Netflow アップデートは無視します。2 
分後に Netflow アップデートが表示されない場合、マスター コントローラはトラフィック クラスをデ

フォルト状態にします。PfR の制御下にないとき、トラフィック クラスはデフォルト状態です。

PfR で使用される NetFlow 確認に加え、PfR がネットワーク内で変更を開始したことを確認する方法

がさらに 2 つあります。

• syslog レポート：主要な PfR の状態変更をすべてユーザに通知するようにロギング コマンドを設

定できます。syslog レポートを実行すると、PfR で変更が行われたことを確認できます。マスター 
コントローラは双方向トラフィックを予想しており、トラフィック クラスに関連付けられた特定

のプレフィクスに関する区切りつき syslog レポートでこれを確認できます。

• PfR show コマンド：PfR show コマンドを使用して、ネットワークで変更が行われたこと、トラ

フィック クラスがポリシー準拠状態であることを確認できます。監視対象のプレフィクスのス

テータスを表示するには、show pfr master prefix コマンドを使用します。このコマンドの出力に

は、現在の出口インターフェイス、プレフィクス遅延、出力および入力インターフェイスの帯域

幅、指定されたボーダー ルータを送信元とするパス情報が含まれます。ボーダー ルータ上で PfR 
によって制御されているルートに関する情報を表示するには、show pfr border routes コマンドを

使用します。このコマンドは、BGP またはスタティック ルートに関する情報を表示できます。

次の作業
このモジュールで説明する概念を実行する設定タスクと設定例については、「Configuring Advanced 
Performance Routing」モジュールを参照してください。その他のパフォーマンス ルーティング モ
ジュールおよび機能の詳細については、「関連資料」（P.32）を参照してください。
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  参考資料
参考資料

関連資料

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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  パフォーマンス ルーティングを理解するための機能情報
パフォーマンス ルーティングを理解するための機能情報
表 2 に、このモジュールの機能の一覧と、特定の概念情報へのリンクを示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 2 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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 2 パフォーマンス ルーティングを理解するための機能情報

機能名 リリース 機能の設定情報

ポートおよびプロトコル ベースのプレフィク

ス学習 
12.3(11)T
12.2(33)SRB

ポートおよびプロトコル ベースのプレフィクス学習では、

プロトコル タイプと TCP または UDP ポート番号に基づい

てプレフィクスを学習するようにマスター コントローラを

設定できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの

学習」（P.4）

• 「PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの

設定」（P.6）

protocol（PfR）コマンドが、この機能によって導入され

ました。

expire コマンド1 12.3(14)T
12.2(33)SRB

expire after（PfR）コマンドは、学習済みプレフィクスの

有効期間の設定に使用します。デフォルトでは、マスター 
コントローラは、中央ポリシー データベースから非アク

ティブなプレフィクスを削除します。これは、メモリが必

要とされるためです。このコマンドを使用すると、制限に

基づいて時間またはセッションを設定することによって、

この動作を改良できます。時間ベースの制限は、分単位で

設定します。セッション ベースの制限は、監視期間数（ま

たはセッション数）に対して設定します。

OER アクティブ プローブ ソース アドレス 12.4(2)T
12.2(33)SRB

OER アクティブ プローブ ソース アドレス機能では、ボー

ダー ルータ上の特定の出口インターフェイスをアクティブ 
プローブのソースとして設定できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「アクティブ モニタリング」（P.12）

active-probe address source（PfR）コマンドが、この機

能によって導入されました。
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OER アプリケーション アウェア ルーティン

グ：PBR 
12.4(2)T
12.2(33)SRB

OER アプリケーション アウェア ルーティング：PBR 機能

によって、監視対象プレフィクスによって伝送されるアプ

リケーションのタイプに基づいて IP トラフィックを 適化

できるようになっています。トラフィックのサブセット

（アプリケーション）には、個別のポリシー設定が適用さ

れます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「PfR を使用したアプリケーション トラフィック クラ

スの設定」（P.7）

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。debug pfr border pbr、debug pfr master prefix、
match ip address（PfR）、show pfr master 
active-probes、および show pfr master appl。

OER DSCP モニタリング 12.4(9)T
12.2(33)SRB

OER DSCP モニタリングに、プロトコル、ポート番号、お

よび DSCP 値に基づいたトラフィック クラスの自動学習が

導入されました。トラフィック クラスは、プロトコル、

ポート番号、および DSCP 値で構成され、不要なトラ

フィックをフィルタリングでき、関心のあるトラフィック

を集約できる、キーの組み合わせによって定義できます。

レイヤ 3 プレフィクス情報に加えて、プロトコル、ポート

番号、および DSCP 情報などのレイヤ 4 情報もマスター コ
ントローラ データベースに送信されるようになりました。

この新しい機能により、PfR によるアプリケーション トラ

フィックのアクティブ モニタリングおよびパッシブ モニ

タリングの両方が可能になりました。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「PfR を使用したアプリケーション トラフィック クラ

スの学習」（P.4）

• 「PfR を使用したアプリケーション トラフィック クラ

スの設定」（P.7）

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。show pfr border passive applications、show pfr 
border passive cache、show pfr border passive learn、
show pfr master appl、traffic-class aggregation（PfR）、

traffic-class filter（PfR）、および traffic-class keys
（PfR）。

表 2 パフォーマンス ルーティングを理解するための機能情報（続き）

機能名 リリース 機能の設定情報
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OER ボーダー ルータ専用機能 12.2(33)SXH
12.2(33)SRB

Cisco IOS Release 12.2(33)SXH および Cisco IOS Release 
12.2(33)SRB でボーダー ルータ専用機能が導入されまし

た。ハードウェアの制約のため、Cisco Catalyst 6500 シ
リーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータには

ボーダー ルータ専用機能を使用でき、マスター コント

ローラ設定は使用できません。ボーダー ルータとして使用

される Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 
7600 シリーズ ルータと通信するマスター コントローラは、

Cisco IOS Release 12.4(6)T 以降が稼動しているルータで

ある必要があります。PfR マスター コントローラ ソフト

ウェアは制限付き機能を処理するように変更されました。

ハードウェアの制約のないルータおよびスイッチでは遅

延、損失、到達不能、およびスループットの統計が収集さ

れますが、ボーダー ルータではトラフィック クラスのス

ループット統計だけを取得できます。マスター コントロー

ラでは、自動的に制限付き機能が検出され、他のボーダー 
ルータがダウングレードされて、トラフィック クラスのス

ループット統計だけが取得されます。その他の統計を無視

することによって、マスター コントローラのボーダー 
ルータ機能の表示が均一になります。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「トラフィック クラス パフォーマンス測定手法」（P.9）

• 「特殊モニタリング」（P.15）

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。show pfr border passive cache。
ポリシー ルール設定に対する OER のサポー

ト 
12.3(11)T
12.2(33)SRB

ポリシー ルール設定に対する OER サポート機能に、PfR 
マスター コントローラ コンフィギュレーション モードで 
PfR マップを選択し設定を適用できる機能が導入されまし

た。定義済みの PfR マップ間での切り替えを容易に実行で

きます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「PfR ポリシーを適用するポリシー ルールの設定」

（P.25）

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。policy-rules（PfR）。

表 2 パフォーマンス ルーティングを理解するための機能情報（続き）

機能名 リリース 機能の設定情報
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高速フェールオーバー モニタリングのサポー

ト2 
12.4(15)T 高速フェールオーバー モニタリングに、高速モニタリング 

モードを設定できる機能が導入されました。高速フェール

オーバー モニタリング モードでは、アクティブ モニタリ

ングとパッシブ モニタリングを使用して、すべての出口が

継続的にプローブされます。高速フェールオーバー モニタ

リング モードのプローブ頻度は、他のモニタリング モー

ドよりも低く設定できます。これにより、より迅速な

フェールオーバー機能が可能になります。高速フェール

オーバー モニタリングは、すべてのタイプのアクティブ 
プローブ（ICMP エコー、ジッター、TCP 接続、および 
UDP エコー）で使用できます。

この機能に関する詳細については、次の項を参照してくだ

さい。

• 「高速フェールオーバー モニタリング」（P.14）

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。mode（PFR）、set mode（PFR）。

1. これは、マイナーな機能拡張です。マイナーな機能拡張は、通常、Feature Navigator には表示されません。

2. これは、マイナーな機能拡張です。マイナーな機能拡張は、通常、Feature Navigator には表示されません。

表 2 パフォーマンス ルーティングを理解するための機能情報（続き）

機能名 リリース 機能の設定情報
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの
設定

Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）マスター コントローラおよびボーダー 
ルータの設定後（「Configuring Basic Performance Routing」モジュールを参照）に PfR のすべての

適化機能をアクティブ化するには、追加設定が必要です。このモジュールには、PfR の各フェーズを表

すタスクおよび設定例が記載されているので、PfR の各フェーズの高度なオプションの一部の設定方法

を理解し、確認できます。機能の詳細については、「Cisco IOS Performance Routing Features 
Roadmap」を参照してください。

（注） PfR コンフィギュレーション モジュールでは、Cisco IOS Release 15.1(2)T で導入された PfR 構文が紹

介されています。Cisco IOS Release 15.1(1)T 以前のリリース、または 12.2SR あるいは 12.2SX のイ

メージを実行している場合、Optimized Edge Routing に関するすべての資料については、「Cisco IOS 
Optimized Edge Routing Overview」モジュールを参照してください。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース 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に関する

情報を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「アド

バンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報」（P.64）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定の前提条件」（P.2）

• 「アドバンスド パフォーマンス ルーティングの概要」（P.3）

• 「アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法」（P.7）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-basic.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-roadmap.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-roadmap.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/configuration/guide/oer-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/configuration/guide/oer-overview.html
http://www.cisco.com/go/cfn
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定の前提条件
• 「アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定例」（P.51）

• 「次の作業」（P.62）

• 「参考資料」（P.63）

• 「アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報」（P.64）

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定の前提
条件

• このモジュールでは、マスター コントローラおよびボーダー ルータが Cisco IOS Release 15.1(2)T 
以降で稼動していることを前提としています。

• このモジュールのタスクを設定する前に、「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

を使用して、マスター コントローラおよび少なくとも 2 台のボーダー ルータを設定する必要があ

ります。

• このモジュールのタスクを設定する前に、「Understanding Performance Routing」モジュールに記

載の概念についての知識が必要です。

• ネットワークでルーティング プロトコル ピアリングを確立するか、スタティック ルーティングを

設定してから、ルート制御モードをイネーブルにする必要があります。

ボーダー ルータで Internal Border Gateway Protocol（iBGP; 内部ボーダー ゲートウェイ プロトコ

ル）を設定した場合は、Border Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル）ピ

アリングを確立してネットワーク全体に一貫して適用するか、Interior Gateway Protocol（IGP; 内
部ゲートウェイ プロトコル）に再配布する必要があります。Enhanced Interior Gateway Routing 
Protocol（EIGRP; 拡張内部ゲートウェイ ルーティング プロトコル）、Open Shortest Path First

（OSPF）、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）、または Routing Information 
Protocol（RIP; ルーティング情報プロトコル）の各 IGP がサポートされています。

ネットワークに IGP が導入されている場合、redistribute コマンドを使用してスタティック ルー

トの再配布を設定する必要があります（ただし、iBGP が設定されている場合は除きます）。IGP 
またはスタティック ルーティングが、PfR 管理のネットワーク全体に一貫して適用され、ボー

ダー ルータがネットワークの一貫したビューを持つことも必要です。

注意 PfR スタティック ルートを IGP に再配布する際は、慎重に行う必要があります。PfR によっ

て挿入されるルートは IGP のルートよりも限定度の高いルートになる傾向にあります。これ

らのルートは PfR ボーダー ルータが出発点であるかのように表示されます。ルーティング 
ループを回避するためには、再配布された PfR スタティック ルートが、PfR ボーダー ルー

タまたは他のルータによって WAN 上でアドバタイズされないようにする必要があります。

PfR スタティック ルートがアドバタイズされないようにするために、ルート フィルタリング

およびスタブ ネットワーク設定を使用できます。PfR スタティック ルートが PfR 外部イン

ターフェイスを終端とするルータに再配布された場合、ルーティング ループが発生すること

があります。
2
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの概要
アドバンスド PfR を設定するには、次の概念を理解する必要があります。

• 「パフォーマンス ルーティングの概要」（P.3）

• 「アドバンスド パフォーマンス ルーティングの導入」（P.3）

• 「PfR アクティブ プローブのターゲットへの到達可能性」（P.6）

• 「ICMP エコー プローブ」（P.6）

• 「ジッター」（P.6）

• 「MOS」（P.7）

パフォーマンス ルーティングの概要

パフォーマンス ルーティング（PfR）はシスコの先進テクノロジーです。追加のサービスアビリティ 
パラメータを使用して従来のルーティング テクノロジーを補完して、 良の出力パスまたは入力パス

を選択できます。PfR は、追加機能を使用して従来のルーティング テクノロジーを補完します。PfR 
は、到達可能性、遅延、コスト、ジッター、Mean Opinion Score（MOS; 平均オピニオン評点）などの

パラメータに基づいて、出力または入力の WAN インターフェイスを選択できます。または、負荷、ス

ループット、および金銭的コストなどのインターフェイス パラメータを使用することもできます。一

般的に従来のルーティング（たとえば、EIGRP、OSPF、Routing Information Protocol version 2
（RIPv2）、BGP など）では、 短または 小のコスト パスに基づいてループフリーのトポロジを作成

することが重視されます。

PfR には、計測装置を使用する追加機能が備わっています。PfR は、インターフェイス統計、Cisco IP 
Service Level Agreement（SLA; サービス レベル契約）（アクティブ モニタリング）、および NetFlow

（パッシブ モニタリング）を使用します。IP SLA または NetFlow に関する予備知識または経験は不要

です。PfR は、手動設定なしでこれらのテクノロジーを自動的にイネーブルにします。

Cisco パフォーマンス ルーティングは、到達可能性、遅延、コスト、ジッター、平均オピニオン評点

（MOS）などの、アプリケーション パフォーマンスに影響を与えるパラメータに基づいて、出力また

は入力の WAN パスを選択します。このテクノロジーでは、ロード バランシングを効率化したり、

WAN をアップグレードせずにアプリケーション パフォーマンスを向上させたりすることによって、

ネットワーク コストを削減できます。

PfR は、IP トラフィック フローを監視してから、トラフィック クラスのパフォーマンス、リンクの負

荷分散、リンク帯域幅の金銭的コスト、およびトラフィック タイプに基づいてポリシーとルールを定

義できる、統合型の Cisco IOS ソリューションです。PfR は、アクティブ モニタリング システム、

パッシブ モニタリング システム、障害のダイナミック検出、およびパスの自動修正を実行できます。

PfR を導入することによって、インテリジェントな負荷分散や、企業ネットワーク内での 適なルート

選択が可能になります。

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの導入

アドバンスド PfR は、Cisco IOS Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）

設定を使用して Cisco ルータ上で設定されます。PfR インフラストラクチャには、クライアント -サー

バ メッセージング モードで通信が行われるパフォーマンス ルーティング プロトコルが含まれていま

す。PfR で使用されるルーティング プロトコルは、マスター コントローラと呼ばれるネットワーク コ
ントローラと、ボーダー ルータと呼ばれるパフォーマンスアウェアなデバイスとの間で実行されます。

このパフォーマンス ルーティング プロトコルは、ネットワーク パフォーマンス ループを作成します。

このネットワーク パフォーマンス ループでは、ネットワークが、 適化が必要なトラフィック クラス
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のプロファイリング、識別したトラフィック クラスのパフォーマンス メトリックの測定と監視、この

トラフィック クラスへのポリシーの適用、および指定されたトラフィック クラスの 良のパフォーマ

ンス パスに基づくルーティングを行います。

PfR パフォーマンス ループは、プロファイル フェーズから始まり、測定、ポリシー適用、制御、およ

び確認の各フェーズが続きます。このフローは、確認フェーズ後にプロファイル フェーズに戻って続

行し、プロセスを通じてトラフィック クラスおよびサイクルをアップデートします。

アドバンスド PfR では、次の各 PfR フェーズに対応するために設定タスクを行う必要があります。

• 「プロファイル フェーズ」

• 「測定フェーズ」

• 「ポリシー適用フェーズ」

• 「施行フェーズ」

• 「確認フェーズ」

プロファイル フェーズ

中規模から大規模のネットワークでは、何十万台ものルータが Routing Information Base（RIB; ルー

ティング情報ベース）に存在し、デバイスがトラフィックのルーティングを試みています。パフォーマ

ンス ルーティングは一部のトラフィックを優先させる手段なので、RIB 内の全ルートのサブセットを

選択してパフォーマンス ルーティング用に 適化する必要があります。PfR は、自動学習または手動

設定のいずれかの方法でトラフィックをプロファイリングします。

• 自動学習：デバイスは、デバイスを通過するフローを学習し、遅延またはスループットが も高い

フローを選択することによって、パフォーマンス ルーティング（ 適化）の必要なトラフィック

をプロファイリングします。

• 手動設定：学習に加えて、または学習の代わりに、トラフィック クラスにパフォーマンス ルート

を設定します。

一部のプロファイリング フェーズ オプションの設定方法を示すタスクについては、「プロファイリング 
フェーズのタスク」（P.7）を参照してください。

測定フェーズ

パフォーマンス ルーティングの必要なトラフィックのプロファイリングが終わると、PfR は、これら

の個々のトラフィック クラスのパフォーマンス メトリックを測定します。パフォーマンス メトリック

の測定には、パッシブ モニタリングとアクティブ モニタリングという 2 種類のメカニズムがあり、1 
つまたは両方のメカニズムをネットワークに導入して次のタスクを実行できます。モニタリングとは、

定期的な間隔で測定するアクションです。

パッシブ モニタリングとは、フローがデータ パス内のデバイスを通過するときにトラフィックのパ

フォーマンス メトリックを測定するアクションです。パッシブ モニタリングは NetFlow 機能を使用し

ますが、一部のトラフィック クラスのパフォーマンス メトリック測定には使用できません。一部の

ハードウェアまたはソフトウェアに関する制約もあります。

アクティブ モニタリングは、IP サービス レベル契約（SLA）を使用して合成トラフィックを生成し、

監視対象のトラフィック クラスをエミュレートすることからなります。合成トラフィックは、実際の

トラフィック クラスの代わりに測定されます。合成トラフィックのモニタリング結果は、合成トラ

フィックで表されるトラフィック クラスをパフォーマンス ルーティングするために適用されます。
4
アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定



 

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの概要
トラフィック クラスには、パッシブ モニタリング モードとアクティブ モニタリング モードの両方を

適用できます。パッシブ モニタリング フェーズは、PfR ポリシーに準拠しないトラフィック クラスの

パフォーマンスを検出することがあります。次に、このトラフィック クラスにアクティブ モニタリン

グを適用して、代替パフォーマンス パスがある場合は、 良の代替パフォーマンス パスを検出できま

す。

NetFlow または IP SLA 設定のサポートは、自動的にイネーブルになります。

一部の測定フェーズ オプションの設定方法を示すタスクについては、「測定フェーズのタスク」（P.14）
を参照してください。

ポリシー適用フェーズ

適化の対象となるトラフィック クラスのパフォーマンス メトリックを収集すると、PfR は、その結

果と、ポリシーとして設定された各メトリックに設定された低しきい値および高しきい値のセットを比

較します。メトリックでは、その結果としてポリシーが境界値を越えた場合は、Out-of-Policy（OOP; 
ポリシー違反）イベントになります。結果の比較は、相対ベース（実際の平均値からの偏差）、しきい

値ベース（値の下限または上限）、または両方の組み合わせで行われます。

PfR で定義できるポリシーは、トラフィック クラス ポリシーとリンク ポリシーの 2 種類です。トラ

フィック クラス ポリシーは、プレフィクスまたはアプリケーションに対して定義されます。リンク ポ
リシーは、ネットワーク エッジの出口リンクまたは入口リンクに対して定義されます。どちらのタイ

プの PfR ポリシーも、OOP イベントを判断する基準を定義します。ポリシーは、すべてのトラフィッ

ク クラスに一連のポリシーが適用されるグローバル ベース、またはトラフィック クラスの選択された

（フィルタリングされた）リストに一連のポリシーが適用されるより絞り込まれたベースで適用されま

す。

複数のポリシー、多数のパフォーマンス メトリック パラメータ、およびこれらのポリシーをトラ

フィック クラスに割り当てるさまざまな方法が存在するために、ポリシーの競合解決方法が作成され

ました。デフォルトの裁定方法では、各パフォーマンス メトリック変数および各ポリシーに指定され

たデフォルトのプライオリティ レベルが使用されます。異なるプライオリティ レベルを設定して、す

べてのポリシーまたは選択した一連のポリシーに対してデフォルトの裁定を上書きするように設定でき

ます。

一部のポリシー適用フェーズ オプションの設定方法を示すタスクについては、「ポリシー適用フェーズ

のタスク」（P.33）を参照してください。

施行フェーズ

パフォーマンス ループの PfR 施工フェーズ（制御フェーズとも呼ばれます）では、ネットワークのパ

フォーマンスが向上するようにトラフィックが制御されます。トラフィックの制御に使用される方法

は、トラフィックのクラスによって異なります。プレフィクスだけを使用して定義されるトラフィック 
クラスでは、従来のルーティングで使用されるプレフィクスの到達可能性情報が操作されることがあり

ます。ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）または RIP などのプロトコルは、ルートやその適切

なコスト メトリックを導入または削除することによってプレフィクスの到達可能性情報をアナウンス

したり、削除したりするために使用されます。

プレフィクスおよび追加のパケット一致基準が指定されているアプリケーションによって定義されるト

ラフィック クラスでは、PfR は従来のルーティング プロトコルを使用できません。これは、ルーティ

ング プロトコルが、プレフィクスの到達可能性だけを伝達し、ネットワーク全体ではなくデバイス固

有の制御となるためです。このようなデバイス固有の制御は、PfR でポリシーベース ルーティング

（PBR）機能を使用して実行されます。このシナリオのトラフィックを他のデバイスにルーティングす

る必要がある場合、リモート ボーダー ルータはシングル ホップの位置にあるか、シングル ホップのよ

うに見えるトンネル インターフェイスである必要があります。一部の施行フェーズ オプションの設定

方法を示すタスクについては、「施行フェーズのタスク」（P.47）を参照してください。
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの概要
確認フェーズ

PfR 施行フェーズ中にトラフィック クラスが OOP の場合、PfR は制御を導入して、OOP トラフィッ

ク クラスのトラフィック に影響を及ぼします（ 適化します）。スタティック ルートおよび BGP ルー

トは、PfR によってネットワークに導入される制御の例です。制御が導入されると、PfR は、 適化さ

れたトラフィックがネットワーク エッジの優先出口リンクまたは優先入口リンクを経由していること

を確認します。トラフィック クラスが OOP から変化しない場合、PfR は OOP トラフィック クラスの

トラフィックの 適化に導入された制御をドロップし、ネットワーク パフォーマンス ループを繰り返

します。

施行フェーズ オプションが実行されていることを確認する方法を示すタスクについては、「確認フェー

ズのタスク」（P.50）を参照してください。

PfR アクティブ プローブのターゲットへの到達可能性

アクティブ プローブはボーダー ルータをソースとし、外部インターフェイスを介して送信されます

（外部インターフェイスは、 適化されたプレフィクスの優先ルートである場合も、ない場合もありま

す）。指定されたターゲットに対して外部インターフェイス経由のアクティブ プローブを作成する場合

は、その外部インターフェイスを介してターゲットに到達できる必要があります。指定されたターゲッ

トの到達可能性をテストするために、PfR は BGP およびスタティック ルーティング テーブルで、所定

のターゲットと外部インターフェイスのルート ルックアップを実行します。

ICMP エコー プローブ

ICMP エコー プローブの設定には、ターゲット デバイスからの大きな協力を必要としません。しかし、

プローブを繰り返し行うと、ターゲット ネットワーク内で Intrusion Detection System（IDS; 侵入検知

システム）アラームが発生することがあります。自身の管理制御下にないターゲット ネットワークで 
IDS が設定されている場合には、ターゲット ネットワークの管理エンティティに通知することを推奨

します。

アクティブ モニタリングがイネーブルの場合には、次のデフォルトが適用されます。

• トラフィック クラスが学習済みまたは集約されている場合、ボーダー ルータは、アクティブ プ
ローブを行うために 大 5 個のホスト アドレスをトラフィック クラスから収集します。

• アクティブ プローブは、1 分間に 1 回送信されます。

• ICMP プローブは、学習済みのトラフィック クラスをアクティブに監視するために使用されます。

ジッター

ジッターとは、パケット間遅延の分散です。複数のパケットが発信元から宛先に連続的に送信された場

合、たとえば 10 ms 間隔で送信された場合、ネットワークが理想的に動作していれば、宛先は 10 ms 
間隔でパケットを受信します。しかし、ネットワーク内に遅延（キューイング、代替ルートを介した受

信など）が存在する場合、パケット間の到着遅延は、10 ms より大きい場合も、10 ms より小さい場合

もあります。この例を使用すると、正のジッター値は、パケットが 10 ms を超える間隔で到着すること

を示します。パケットが 12 ms 間隔で到着する場合、正のジッターは 2 ms です。パケットが 8 ms 間
隔で到着する場合、負のジッターは 2 ms です。Voice over IP（VoIP）など遅延に影響されやすいネッ

トワークでは、正のジッター値は望ましくありません。0 のジッター値が理想的です。
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
MOS
平均オピニオン評点（MOS）は、PfR アクティブ プローブを使用して測定可能な音声トラフィック向

けの定量的な品質メトリックです。すべての要因が音声品質に影響を与えるので、音声品質の測定方法

については多くの人々が疑問を持っています。ITU などの標準化団体によって、P.800（MOS）および 
P.861（Perceptual Speech Quality Measurement（PSQM））という 2 つの重要な勧告が作成されていま

す。P.800 は、音声品質の平均オピニオン評点を算出する方法の定義に関するものです。MOS スコア

の範囲は、 低の音声品質を表す 1 から 高を表す 5 までです。MOS 4.0 は、「トール品質」音声と見

なされます。

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
ここでは、次のタスクについて説明します。

• 「プロファイリング フェーズのタスク」（P.7）

• 「測定フェーズのタスク」（P.14）

• 「ポリシー適用フェーズのタスク」（P.33）

• 「施行フェーズのタスク」（P.47）

• 「確認フェーズのタスク」（P.50）

プロファイリング フェーズのタスク

次のタスクは、PfR プロファイリング フェーズの要素の設定方法を示します。

• 「アクセス リストを使用して自動的に学習されたアプリケーション トラフィック クラスの学習リ

ストの定義」（P.7）

• 「プレフィクス リストを使用した、プレフィクスベースのトラフィック クラスの手動選択」（P.11）

• 「トラフィック クラスおよび学習リストの情報の表示とリセット」（P.13）

アクセス リストを使用して自動的に学習されたアプリケーション トラフィック クラスの学習
リストの定義

アクセス リストを使用して PfR で自動的に学習されたトラフィック クラスを含む学習リストを定義し

て、カスタマイズされたアプリケーション トラフィック クラスを作成するには、マスター コントロー

ラで次のタスクを実行します。次のタスクでは、カスタム アプリケーション トラフィック クラスを定

義するアクセス リストが作成されます。アクセス リスト内のエントリごとに 1 つのアプリケーション

が定義されます。次に学習リストが定義され、アクセス リストが適用されます。集約方法が設定され

ます。count（PfR）コマンドを使用すると、LEARN_USER_DEFINED_TC という名前の学習リスト

に対する 1 回の学習セッションで 50 個のトラフィック クラスを学習できます。この学習リストに指定

できるトラフィック クラスの 大数は 90 です。マスター コントローラは、フィルタリング対象トラ

フィックの 高遅延に基づいてトップ プレフィクスを学習するように設定され、その結果得られたト

ラフィック クラスが PfR アプリケーション データベースに追加されます。

学習リストは PfR マップを使用してアクティブ化されます。このタスクの 後の方の手順では、この

タスクで定義した学習リストをアクティブ化しカスタム トラフィック クラスを作成するための、PfR 
マップの設定方法を示します。
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
プレフィクス リストを使用して自動的に学習されたプレフィクスベースのトラフィック クラスの学習

リストの定義については、「例：自動的に学習されたプレフィクスベースのトラフィック クラスの学習

リストの定義」（P.52）に例が示されています。

PfR によって学習されたトラフィック クラスに関する情報を表示するには、「トラフィック クラスおよ

び学習リストの情報の表示とリセット」（P.13）の手順を使用します。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip access-list {standard | extended} access-list-name 

4. [sequence-number] permit udp source source-wildcard [operator [port]] destination 
destination-wildcard [operator [port]] [dscp dscp-value] 

5. 必要に応じて、追加のアクセス リスト エントリについてステップ 4 を繰り返します。

6. exit

7. pfr master

8. learn

9. list seq number refname refname

10. count number max max-number

11. traffic-class access-list access-list-name [filter prefix-list-name]

12. aggregation-type {bgp | non-bgp | prefix-length prefix-mask}

13. delay

14. exit

15. ステップ 18 を 2 回繰り返し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

16. pfr-map map-name sequence-number 

17. match traffic-class access-list access-list-name

18. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
ステップ 3 ip access-list {standard | extended} 
access-list-name 

例：
Router(config)# ip access-list extended 
USER_DEFINED_TC 

IP アクセス リストを名前で定義します。

• PfR は、名前付きアクセス リストだけをサポー

トします。

• 例では、USER_DEFINED_TC という名前の拡

張 IP アクセス リストが作成されます。

ステップ 4 [sequence-number] permit udp source 
source-wildcard [operator [port]] destination 
destination-wildcard [operator [port]] [dscp 
dscp-value] 

例：
Router(config-ext-nacl)# permit tcp any any 500

パケットが名前付き IP アクセス リストを通過でき

る条件を設定します。

• 例では、任意の宛先または送信元から、および

宛先ポート番号 500 からのすべての 
Transmission Control Protocol（TCP; 伝送制御

プロトコル）トラフィックを識別するように設

定されます。この特定の TCP トラフィックが

適化されます。

（注） 次のタスクに適用される構文だけが記載され

ています。詳細については、『Cisco IOS IP 
Application Services Command Reference』
を参照してください。

ステップ 5 必要に応じて、追加のアクセス リスト エントリにつ

いてステップ 4 を繰り返します。

―

ステップ 6 exit

例：
Router(config-ext-nacl)# exit

（任意）拡張アクセス リスト コンフィギュレーショ

ン モードを終了して、グローバル コンフィギュレー

ション モードに戻ります。

ステップ 7 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとして 
Cisco ルータを設定し、マスター コントローラ ポリ

シーおよびタイマー設定を設定します。

ステップ 8 learn 

例：
Router(config-pfr-mc)# learn 

PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレー

ション モードを開始して、トラフィック クラスを自

動的に学習します。

ステップ 9 list seq number refname refname 

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# list seq 10 
refname LEARN_USER_DEFINED_TC

PfR 学習リストを作成し、学習リスト コンフィギュ

レーション モードを開始します。

• 学習リスト基準が適用される順番の決定に使用

されるシーケンス番号を指定するには、seq 
キーワードおよび number 引数を使用します。

• 学習リストの参照名を指定するには、refname 
キーワードおよび refname 引数を使用します。

• 例では、LEARN_USER_DEFINED_TC という

名前の学習リストが作成されます。

コマンドまたはアクション 目的
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
ステップ 10 count number max max-number 

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# count 50 max 
90

PfR 学習セッション中に学習されるトラフィック ク
ラスの数を設定します。

• 1 つの学習セッション中に、指定した学習リス

トについて学習されるトラフィック クラスの数

を指定するには、number 引数を使用します。

• すべての学習セッション中に、指定した学習リ

ストについて学習されるトラフィック クラスの

大数を指定するには、max キーワードおよび 
max-number 引数を使用します。

• 例では、LEARN_USER_DEFINED_TC という

名前のリストについて各学習セッションで 50 個
のトラフィック クラスが学習され、この学習リ

ストについて合計で 大 90 個のトラフィック 
クラスが学習されるように指定されます。

ステップ 11 traffic-class access-list access-list-name 
[filter prefix-list-name]

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# traffic-class 
access-list USER_DEFINED_TC

アクセス リストを使用して PfR トラフィック クラス

を定義します。

• トラフィック クラスを定義するための基準を含

むアクセス リストを指定するには、

access-list-name 引数を使用します。

• 例では、USER_DEFINED_TC という名前のア

クセス リストが使用されて、トラフィック クラ

スが作成されます。

ステップ 12 aggregation-type {bgp | non-bgp | prefix-length} 
prefix-mask 

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# 
aggregation-type prefix-length 24

（任意）トラフィック フロー タイプに基づいて学習

済みのプレフィクスを集約するように、マスター コ
ントローラを設定します。

• bgp キーワードは、BGP ルーティング テーブル

内のエントリに基づいてプレフィクスを集約す

るように設定します。このキーワードは、BGP 
ピアリングがネットワーク内でイネーブルの場

合に使用されます。

• non-bgp キーワードは、スタティック ルートに

基づいて学習済みのプレフィクスを集約するよ

うに設定します。このキーワードが入力された

場合、BGP ルーティング テーブル内のエントリ

は無視されます。

• prefix-length キーワードは、指定したプレフィ

クス長に基づいて集約するように設定します。

この引数に設定できる値の範囲は、1 ～ 32 のプ

レフィクス マスクです。

• このコマンドが指定されない場合、デフォルト

の集約が、/24 のプレフィクス長に基づいて実行

されます。

• 例では、/24 のプレフィクス長に基づいて、プレ

フィクス長の集約が設定されます。

コマンドまたはアクション 目的
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
プレフィクス リストを使用した、プレフィクスベースのトラフィック クラスの手動選択

宛先プレフィクスだけに基づいてトラフィック クラスを手動で選択するには、マスター コントローラ

で次のタスクを実行します。次のタスクは、トラフィック クラスに選択する宛先プレフィクスが判明

している場合に実行します。宛先プレフィクスを定義するために IP プレフィクス リストが作成され、

PfR マップを使用してこのトラフィック クラスのプロファイリングが行われます。

ステップ 13 delay 

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# delay

高遅延時間に基づいたプレフィクス学習をイネー

ブルにします。

• Top Delay プレフィクスは、 高遅延時間から

低遅延時間の順にソートされます。

• 例では、 高遅延に基づいたプレフィクス学習

が設定されます。

（注） 学習リスト内での自動 PfR 学習を設定する

には、delay（PfR）コマンドまたは 
throughput（PfR）コマンドのいずれかを指

定できますが、これらのコマンドは、学習リ

スト コンフィギュレーション モードでは同

時に使用できません。

ステップ 14 exit

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# exit

（任意）学習リスト コンフィギュレーション モード

を終了し、グローバル コンフィギュレーション モー

ドに戻ります。

ステップ 15 ステップ 14 を 2 回繰り返し、グローバル コンフィ

ギュレーション モードに戻ります。

—

ステップ 16 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map ACCESS_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• permit シーケンスは 初に IP アクセス リスト

に定義してから、ステップ 17 で match 
traffic-class access-list コマンドを使用して適

用します。

• 例では、ACCESS_MAP という名前の PfR マッ

プが作成されます。

ステップ 17 match traffic-class access-list 
access-list-name

例：
Router(config-pfr-map)# match traffic-class 
access-list USER_DEFINED_TC

PfR マップを使用して、トラフィック クラスの作成

に使用される一致基準として、アクセス リストを手

動で設定します。

• 例では、USER_DEFINED_TC という名前の IP 
アクセス リストで定義されている宛先アドレス

を使用して、トラフィック クラスが定義されま

す。

ステップ 18 end

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# end

学習リスト コンフィギュレーション モードを終了し

て、特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
11
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
アクセス リストを使用してアプリケーション トラフィック クラスを手動で選択する方法については、

「例：アクセス リストを使用したアプリケーション トラフィック クラスの手動選択」（P.53）に例が示

されています。

PfR によって学習されたトラフィック クラスに関する情報を表示するには、「トラフィック クラスおよ

び学習リストの情報の表示とリセット」（P.13）の手順を使用します。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [le le-value]

4. 必要に応じて、追加のプレフィクス リスト エントリについてステップ 3 を繰り返します。

5. pfr-map map-name sequence-number 

6. match traffic-class prefix-list prefix-list-name

7. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [le 
le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list PREFIX_TC permit 
172.16.1.0/24

宛先プレフィクスベースのトラフィック クラスを指

定するために、プレフィクス リストを作成します。

• 例では、トラフィック クラスに選択される 
172.16.1.0/24 宛先プレフィクスを指定する、

PREFIX_TC という名前のプレフィクス リスト

が作成されます。

ステップ 4 必要に応じて、追加のプレフィクス リスト エントリ

についてステップ 3 を繰り返します。

―

ステップ 5 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map PREFIX_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• permit シーケンスは 初に IP プレフィクス リ
ストに定義してから、ステップ 6 で match 
traffic-class prefix-list コマンドを使用して適用

します。

• 例では、PREFIX_MAP という名前の PfR マッ

プが作成されます。
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
トラフィック クラスおよび学習リストの情報の表示とリセット

トラフィック クラスおよび学習リストの情報を表示し、任意で一部のトラフィック クラス情報をリ

セットするには、次の作業を実行します。これらのコマンドは、学習リストが設定されてトラフィック 
クラスが自動的に学習された後で、または PfR マップを使用してトラフィック クラスが手動で設定さ

れたときに入力できます。コマンドは、任意の順番で入力できます。すべてのコマンドは、省略可能で

す。

手順の概要

1. enable

2. show pfr master traffic-class [access-list access-list-name | application application-name [prefix] 
| inside | learned [delay | inside | list list-name | throughput] | prefix prefix | prefix-list 
prefix-list-name] [active | passive | status] [detail]

3. show pfr master learn list list-name

4. clear pfr master traffic-class [access-list access-list-name | application application-name [prefix] 
| inside | learned [delay | inside | list list-name | throughput] | prefix prefix | prefix-list 
prefix-list-name]

手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2 show pfr master traffic-class [access-list access-list-name | application application-name [prefix] | 
inside | learned [delay | inside | list list-name | throughput] | prefix prefix | prefix-list prefix-list-name] 
[active | passive | status] [detail]

このコマンドは、学習済みのトラフィック クラス、または PfR 学習リスト コンフィギュレーション 
モードで手動設定されたトラフィック クラスに関する情報を表示するために使用されます。

Router# show pfr master traffic-class

OER Prefix Statistics:
 Pas - Passive, Act - Active, S - Short term, L - Long term, Dly - Delay (ms),
 P - Percentage below threshold, Jit - Jitter (ms), 
 MOS - Mean Opinion Score
 Los - Packet Loss (packets-per-million), Un - Unreachable (flows-per-million),

ステップ 6 match traffic-class prefix-list 
prefix-list-name

例：
Router(config-pfr-map)# match traffic-class 
prefix-list PREFIX_TC

PfR マップを使用して、トラフィック クラスの作成

に使用される一致基準として、プレフィクス リスト

を手動で設定します。

• 例では、PREFIX_TC という名前の IP プレフィ

クス リストで定義された宛先アドレスを使用し

てトラフィック クラスが定義されます。

ステップ 7 end

例：
Router(config-pfr-map)# end

（任意）PfR マップ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
 E - Egress, I - Ingress, Bw - Bandwidth (kbps), N - Not applicable
 U - unknown, * - uncontrolled, + - control more specific, @ - active probe all
 # - Prefix monitor mode is Special, & - Blackholed Prefix
 % - Force Next-Hop, ^ - Prefix is denied
 
DstPrefix           Appl_ID Dscp Prot     SrcPort     DstPort SrcPrefix         
           Flags             State     Time            CurrBR  CurrI/F Protocol
         PasSDly  PasLDly   PasSUn   PasLUn  PasSLos  PasLLos      EBw      IBw
         ActSDly  ActLDly   ActSUn   ActLUn  ActSJit  ActPMOS
--------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.0/24               N defa    N           N           N N                 
               #          OOPOLICY       32         10.11.1.3    Et1/0      BGP
               N        N        N        N        N        N        N      IBwN
             130      134        0        0        N        N

ステップ 3 show pfr master learn list [list-name] 

このコマンドは、設定された PfR 学習リストの 1 つまたはすべてを表示するために使用されます。こ

の例では、2 つの学習リストに関する情報が表示されます。

Router# show pfr master learn list

Learn-List LIST1 10
   Configuration:
    Application: ftp
    Aggregation-type: bgp
    Learn type: thruput
    Policies assigned: 8 10
   Stats:
    Application Count: 0
    Application Learned:
 Learn-List LIST2 20
   Configuration:
    Application: telnet
    Aggregation-type: prefix-length 24
    Learn type: thruput
    Policies assigned: 5 20
   Stats:
    Application Count: 2
    Application Learned:
     Appl Prefix 10.1.5.0/24 telnet
     Appl Prefix 10.1.5.16/28 telnet

ステップ 4 clear pfr master traffic-class [access-list access-list-name | application application-name [prefix] | 
inside | learned [delay | inside | list list-name | throughput] | prefix prefix | prefix-list prefix-list-name] 

このコマンドは、PfR の制御対象トラフィック クラスをマスター コントローラ データベースからクリ

アするために使用されます。次の例では、Telnet アプリケーションおよび 10.1.1.0/24 プレフィクスに

よって定義されたトラフィック クラスがクリアされます。

Router# clear pfr master traffic-class application telnet 10.1.1.0/24

測定フェーズのタスク

次のタスクは、PfR 測定フェーズの要素の設定方法を示します。

• 「アウトバウンド トラフィックの PfR リンク使用率の変更」（P.15）

• 「PfR 出口リンクの使用率範囲の変更」（P.17）
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
• 「PfR パッシブ モニタリングの設定および確認」（P.18）

• 「 長一致ターゲット割り当てを使用した PfR アクティブ プローブの設定」（P.20）

• 「強制ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定」（P.21）

• 「高速フェールオーバー用 PfR 音声プローブの設定」（P.26）

• 「アクティブ プローブのソース アドレスの設定」（P.32）

アウトバウンド トラフィックの PfR リンク使用率の変更

PfR の出口（アウトバウンド）リンク使用率のしきい値を変更するには、マスター コントローラで次

のタスクを実行します。ボーダー ルータ用外部インターフェイスが設定されると、PfR は、ボーダー 
ルータ上の外部リンク使用率を 20 秒ごとに自動的に監視します。使用率はマスター コントローラに報

告されます。使用率が 75% を超えると、PfR はこのリンク上のトラフィック クラス用に別の出口リン

クを選択します。キロバイト /秒（kbps）単位の絶対値または割合を指定できます。

インバウンド トラフィックの測定の設定については、「BGP Inbound Optimization Using Performance 
Routing」モジュールを参照してください。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr master

4. border ip-address [key-chain key-chain-name] 

5. interface type number external 

6. max-xmit-utilization {absolute kbps | percentage value} 

7. end 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとしてルー

タを設定し、グローバル処理およびポリシーを設定し

ます。
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ステップ 4 border ip-address [key-chain key-chain-name] 

例：
Router(config-pfr-mc)# border 10.1.1.2

PfR 管理ボーダー ルータ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ボーダー ルータとの通信を確立し

ます。

• ボーダー ルータを識別するために、IP アドレス

を設定します。

• PfR の管理対象ネットワークを作成するには、少

なくとも 1 台のボーダー ルータを指定する必要が

あります。1 台のマスター コントローラで制御で

きるボーダー ルータは、 大 10 台です。

（注） ボーダー ルータが 初に設定されている場合

は、key-chain キーワードおよび 
key-chain-name 引数を入力する必要がありま

す。ただし、既存のボーダー ルータを再設定

する場合、このキーワードは省略可能です。

ステップ 5 interface type number external

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 
1/0 external

PfR 管理の外部インターフェイスとしてボーダー ルー

タを設定し、PfR ボーダー出口インターフェイス コン

フィギュレーション モードを開始します。

• 外部インターフェイスは、トラフィックの転送お

よびアクティブ モニタリングに使用されます。

• PfR 管理のネットワークには、 低 2 つの外部

ボーダー ルータ インターフェイスが必要です。

各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの外部イ

ンターフェイスを設定する必要があります。1 台
のマスター コントローラで制御できる外部イン

ターフェイスは、 大 20 です。

（注） external キーワードまたは internal キーワー

ドを指定せずに interface（PfR）コマンドを

入力すると、ルータは、PfR ボーダー出口コ

ンフィギュレーション モードではなく、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで開

始されます。アクティブ インターフェイスが

ルータ設定から削除されないように、このコ

マンドの no 形式は慎重に適用してください。

ステップ 6 max-xmit-utilization {absolute kbps | 
percentage value

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# 
max-xmit-utilization absolute 500000

単一の PfR 管理の出口リンクの 大使用率を設定しま

す。

• PfR 管理の出口リンクでの絶対 大使用率を kbps 
単位で指定するには、absolute キーワードおよび 
kbps 引数を使用します。

• 出口リンクの使用割合を指定するには、

percentage キーワードおよび value 引数を使用し

ます。

ステップ 7 end

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# end

PfR ボーダー出口インターフェイス 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。

コマンドまたはアクション 目的
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
PfR 出口リンクの使用率範囲の変更

すべてのボーダー ルータで出口リンクの 大使用率範囲のしきい値を変更するには、マスター コント

ローラで次のタスクを実行します。デフォルトでは、PfR はボーダー ルータ上の外部リンクの使用率

を 20 秒ごとに自動監視し、ボーダー ルータがマスター コントローラに使用率を報告します。すべての

出口リンク間の使用率範囲が 20% を超えると、マスター コントローラは、一部のトラフィック クラス

を別の出口リンクに移動させることによって、トラフィック負荷の均等化を試みます。 大使用率の範

囲は、割合として設定されます。

PfR は、 大使用率の範囲を使用して、出口リンクがポリシーに準拠しているかどうかを判断します。

PfR は、過剰使用されている、またはポリシー違反の出口から、ポリシー準拠の出口にトラフィック 
クラスを移動することによって、すべての出口リンクでアウトバウンド トラフィックを均等化します。

インバウンド トラフィックの測定の設定については、「BGP Inbound Optimization Using Performance 
Routing」モジュールを参照してください。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr master

4. max-range-utilization percent maximum

5. end 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとしてルー

タを設定し、グローバル処理およびポリシーを設定し

ます。
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PfR パッシブ モニタリングの設定および確認

PfR 管理のネットワークが作成されているが、パッシブ モニタリングがディセーブルになることもあ

る場合、PfR は、デフォルトでパッシブ モニタリングをイネーブルにします。パッシブ モニタリング

を設定してから、パッシブ モニタリングが実行されていることを確認するには、次のタスクを使用し

ます。マスター コントローラで 初の 5 つの手順を実行し、次にボーダー ルータに移動して、監視対

象プレフィクスまたはアプリケーション トラフィック フローについて NetFlow で収集されたパッシブ

測定情報を表示します。show コマンドは、アプリケーション トラフィックが通過するボーダー ルータ

で入力します。show コマンドは、任意の順番で入力できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal 

3. pfr master 

4. mode monitor {active | both | fast | passive} 

5. end

6. いずれかのボーダー ルータに移動します。

7. enable

8. show pfr border passive cache {learned [application | traffic-class]} 

9. show pfr border passive prefixes

手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2 configure terminal

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。

Router# configure terminal

ステップ 4 max-range-utilization percent maximum

例：
Router(config-pfr-mc)# max-range-utilization 
percent 25

すべての PfR 管理の出口リンクに 大使用率の範囲を

設定します。

• すべての出口リンク間の 大使用率の範囲を指定

するには、percent キーワードおよび maximum 
引数を使用します。

• この例では、ボーダー ルータ上のすべての出口リ

ンク間の 大使用率の範囲が 25% 以内になるよ

うに設定されます。

ステップ 5 end

例：
Router(config-pfr-mc)# end

PfR マスター コントローラ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
ステップ 3 pfr master

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードを開始して、マスター コントローラとして

ルータを設定し、グローバル処理およびポリシーを設定します。

Router(config)# pfr master

ステップ 4 mode monitor {active | both | fast | passive}

PfR マスター コントローラでルート モニタリングまたはルート制御を設定します。アクティブ モニタ

リング、パッシブ モニタリング、またはアクティブ モニタリングとパッシブ モニタリングの両方を設

定するには、monitor キーワードを使用します。パッシブ モニタリングは、both キーワードまたは 
passive キーワードのいずれかが指定されている場合にイネーブルになります。この例では、パッシブ 
モニタリングがイネーブルになります。

Router(config-pfr-mc)# mode monitor passive

ステップ 5 end

PfR マスター コントローラ 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。

Router(config-pfr-mc)# end

ステップ 6 いずれかのボーダー ルータに移動します。

ステップ 7 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 8 show pfr border passive cache {learned [application | traffic-class]}

このコマンドは、PfR の監視対象プレフィクスおよびトラフィック フロー用のボーダー ルータから 
NetFlow によって収集されたリアルタイムのパッシブ測定情報を表示するために使用します。次の例

では、PfR で学習した監視対象アプリケーション トラフィック クラスに関する測定情報の表示に、

learned キーワードおよび application キーワードを使用しています。音声トラフィックに関するこの例

では、音声アプリケーション トラフィックは、User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プ
ロトコル）、DSCP 値 ef、および範囲 3000 ～ 4000 のポート番号により特定されます。

Router# show pfr border passive cache learned application

OER Learn Cache:
    State is enabled
    Measurement type: throughput, Duration: 2 min
    Aggregation type: prefix-length, Prefix length: 24
    4096 oer-flows per chunk,
    8 chunks allocated, 32 max chunks,
    5 allocated records, 32763 free records, 4588032 bytes allocated

Prefix         Mask     Pkts  B/Pk  Delay Samples   Active
Prot  Dscp  SrcPort          DstPort           
Host1          Host2          Host3          Host4          Host5    
dport1         dport2         dport3         dport4         dport5
10.1.3.0        /24     873     28      0      0      13.3 
17      ef [1, 65535]       [3000, 4000]   
10.1.3.1       0.0.0.0        0.0.0.0        0.0.0.0        0.0.0.0        
3500            0               0               0               0              
10.1.1.0        /24    7674     28      0      0      13.4 
17      ef [1, 65535]       [3000, 4000]   
10.1.1.1       0.0.0.0        0.0.0.0        0.0.0.0        0.0.0.0        
3600            0               0               0               0
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ステップ 9 show pfr border passive prefixes

このコマンドは、PfR の監視対象プレフィクスおよびトラフィック フローについて NetFlow によって

収集されたパッシブ測定情報を表示するのに使用されます。次の出力は、show pfr border passive 
prefixes コマンドが実行されたボーダー ルータについて NetFlow によってパッシブ モニタリングが行

われたプレフィクスを示します。

Router# show pfr border passive prefixes

OER Passive monitored prefixes:

Prefix         Mask   Match Type
10.1.5.0       /24     exact

最長一致ターゲット割り当てを使用した PfR アクティブ プローブの設定

長一致ターゲット割り当てを使用してアクティブ プローブを設定するには、マスター コントローラ

で次のタスクを実行します。アクティブ モニタリングは、mode monitor active コマンドまたは mode 
monitor both コマンドを使用した場合にイネーブルになります。アクティブ プローブのタイプは、

active-probe（PfR）コマンドを使用して指定します。アクティブ プローブは、特定のホストまたは

ターゲット アドレスを使用して設定し、このアクティブ プローブはボード ルータをソースとします。

アクティブ プローブのソース外部インターフェイスは、 適化されたプレフィクスの優先ルートであ

る場合も、ない場合もあります。この例では、アクティブ モニタリングとパッシブ モニタリングの両

方がイネーブルであり、ターゲット IP アドレスの 10.1.5.1 は、Internet Control Message Protocol
（ICMP; インターネット制御プロトコル）のエコー（ping）メッセージを使用してアクティブに監視さ

れます。次のタスクでは、IP SLA Responder をイネーブルにする必要はありません。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr master 

4. mode monitor {active | both | passive} 

5. active-probe {echo ip-address | tcp-conn ip-address target-port number | udp-echo ip-address 
target-port number} 

6. end 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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強制ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定

PfR ジッター プローブを使用してアクティブ モニタリングをイネーブルにするには、次のタスクを実

行します。この例では、監視対象トラフィックは音声トラフィックであり、アクセス リストを使用し

て識別されます。アクティブ音声プローブは、通常の 長一致割り当てのターゲットではなく、PfR の
強制ターゲットを割り当てられます。このタスクでは、PfR プローブ頻度の変更方法も示します。

ソース デバイスで PfR ジッター プローブを設定する前に、ターゲット デバイス（動作のターゲット）

で IP SLA Responder をイネーブルにする必要があります。IP SLA Responder を使用できるのは、

Cisco IOS ソフトウェアベースのデバイスだけです。IP SLA Responder が稼動するネットワーク デバ

イスで次のタスクを開始します。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとして

ルータを設定し、グローバル処理およびポリシーを

設定します。

ステップ 4 mode monitor {active | both | passive} 

例：
Router(config-pfr-mc)# mode monitor both

PfR マスター コントローラでルート モニタリングを

設定します。

• アクティブ モニタリング、パッシブ モニタリン

グ、またはその両方を設定するには、monitor 
キーワードを使用します。

• 例では、アクティブ モニタリングとパッシブ モ
ニタリングの両方をイネーブルにします。

ステップ 5 active-probe {echo ip-address | tcp-conn 
ip-address target-port number | udp-echo 
ip-address target-port number} 

例：
Router(config-pfr-mc)# active-probe echo 
10.1.5.1 

ターゲット プレフィクスのアクティブ プローブを設

定します。

• アクティブ プローブは、パッシブ モニタリング

だけを行った場合よりも正確にターゲット プレ

フィクスの遅延およびジッターを測定します。

• アクティブ プローブには、特定のホストまたは

ターゲット アドレスを設定する必要があります。

• アクティブ プローブは、PfR 管理の外部イン

ターフェイスをソースとします。この外部イン

ターフェイスは、 適化されたプレフィクスの

優先ルートである場合も、ない場合もあります。

• UDP エコー プローブを設定する場合、または 
23 以外のポート番号で設定される TCP 接続プ

ローブを設定する場合には、ターゲット デバイ

ス上で対応するポート番号を持つリモート レス

ポンダを設定する必要があります。リモート レ
スポンダは、ip sla monitor responder グローバ

ル コンフィギュレーション コマンドで設定しま

す。

ステップ 6 end

例：
Router(config-pfr-mc)# end

PfR マスター コントローラ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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（注） IP SLA Responder が稼動するデバイスは、PfR 用に設定されている必要はありません。

前提条件

次のタスクを続行する前に、アクセス リストを定義する必要があります。アクセス リストの例および

アクティブ プローブを使用した音声トラフィックの設定の詳細については、「PfR Voice Traffic 
Optimization Using Active Probes」ソリューション モジュールを参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal 

3. ip sla monitor responder

4. exit

5. PfR マスター コントローラになっているネットワーク デバイスに移動します。

6. enable 

7. configure terminal 

8. pfr master

9. mode monitor {active | both | passive}

10. exit

11. pfr-map map-name sequence-number 

12. match ip address {access-list access-list-name | prefix-list prefix-list-name}

13. set active probe probe-type ip-address [target-port number] [codec codec-name]

14. set probe frequency seconds 

15. end

16. show pfr master active-probes forced

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip sla monitor responder 

例：
Router(config)# ip sla monitor responder

IP SLA Responder をイネーブルにします。
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ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し

て、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 PfR マスター コントローラになっているネットワーク 
デバイスに移動します。

―

ステップ 6 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 7 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 8 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとして

ルータを設定し、グローバル処理およびポリシーを

設定します。

ステップ 9 mode monitor {active | both | passive} 

例：
Router(config-pfr-mc)# mode monitor active

PfR マスター コントローラでルート モニタリングを

設定します。

• アクティブ モニタリング、パッシブ モニタリン

グ、またはその両方を設定するには、monitor 
キーワードを使用します。

• 例では、アクティブ モニタリングがイネーブル

になります。

ステップ 10 exit

例：
Router(config-pfr-mc)# exit

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを終了し、グローバル コンフィギュレーショ

ン モードに戻ります。

ステップ 11 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map TARGET_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、選択した IP プレフィクスにポリシーを適用する

ように PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• deny シーケンスは 初に IP プレフィクス リス

トに定義してから、ステップ 12 で match ip 
address（PfR）コマンドを使用して適用しま

す。

• 例では、TARGET_MAP という名前の PfR マッ

プが作成されます。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 12 match ip address {access-list access-list-name 
| prefix-list prefix-list-name} 

例：
Router(config-pfr-map)# match ip address 
access-list VOICE_ACCESS_LIST 

PfR マップ内の一致基準として拡張 IP アクセス リス

トまたは IP プレフィクスを参照します。

• 例では、VOICE_ACCESS_LIST という名前の 
IP アクセス リストが、PfR マップ内の一致基準

として設定されます。

ステップ 13 set active-probe probe-type ip-address 
[target-port number] [codec codec-name] [dscp 
value]

例：
Router(config-pfr-map)# set active-probe jitter 
10.20.22.1 target-port 2000 codec g729a

set 句エントリを作成して、アクティブ プローブの

ターゲット プレフィクスを割り当てます。

• 4 種類のプローブ タイプ（echo、jitter、
tcp-conn、または udp-echo）のうち 1 つを指定

するには、probe-type 引数を使用します。

• 指定したタイプのプローブを使用して監視され

るプレフィクスのターゲット IP アドレスを指定

するには、ip-address 引数を使用します。

• アクティブ プローブの宛先ポート番号を指定す

るには、target-port キーワードおよび number 
引数を使用します。

• codec キーワードおよび codec-name 引数を使用

するのは、ジッター プローブ タイプだけです。

平均オピニオン評点（MOS）の計算に使用され

るコーデック値を指定します。コーデック値は、

g711alaw、g711ulaw、または g729a のいずれ

かを指定します。

• 例では、set 句エントリを作成し、ジッターを使

用してアクティブに監視するプレフィクスの

ターゲット IP アドレスと特定のポート番号を指

定しています。

ステップ 14 set probe frequency seconds

例：
Router(config-pfr-map)# set probe frequency 10

set 句エントリを作成して、PfR アクティブ プロー

ブの頻度を設定します。

• 指定した IP プレフィクスのアクティブ プローブ 
モニタリングの間隔を秒単位で設定するには、

seconds 引数を使用します。

• 例では、アクティブ プローブ頻度を 10 秒に設

定する set 句を作成しています。

ステップ 15 set jitter threshold maximum 

例：
Router(config-pfr-map)# set jitter threshold 20

set 句エントリを作成して、ジッターしきい値を設定

します。

• 大ジッター値をミリ秒単位で設定するには 
threshold キーワードを使用します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックのジッターしきい値を 20 に設定す

る set 句を作成しています。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 16 set mos {threshold minimum percent percent}

例：
Router(config-pfr-map)# set mos threshold 4.0 
percent 30

set 句エントリを作成して、代替出口を選択するかど

うかの判断に使用される MOS しきい値および割合

値を設定します。

• 低 MOS 値を設定するには threshold キー

ワードを使用します。

• MOS しきい値を下回る MOS 値の割合を設定す

るには percent キーワードを使用します。

• PfR は、5 分間隔で記録された MOS しきい値を

下回る MOS 値の割合を計算します。この割合

値が、設定した割合値またはデフォルト値を上

回る場合、マスター コントローラは代替出口リ

ンクを検索します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックのしきい値 MOS 値を 4.0 に設定

し、割合値を 30% に設定する set 句を作成して

います。

ステップ 17 set delay {relative percentage | threshold 
maximum} 

例：
Router(config-pfr-map)# set delay threshold 100

set 句エントリを作成して、遅延しきい値を設定しま

す。

• 遅延しきい値は、相対割合または一致基準の絶

対値として設定できます。

• 相対遅延割合を設定するには relative キーワー

ドを使用します。相対遅延割合は、短期測定値

および長期測定値の比較に基づいています。

• 絶対 大遅延期間をミリ秒単位で設定するには 
threshold キーワードを使用します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックの絶対 大遅延しきい値を 100 ミ
リ秒に設定する set 句を設定しています。

ステップ 18 end

例：
Router(config-pfr-map)# end

PfR マップ コンフィギュレーション モードを終了

し、特権 EXEC モードを開始します。

コマンドまたはアクション 目的
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例

次に、show pfr master active-probes forced コマンドからの出力例を示します。出力はフィルタリン

グされ、強制ターゲット割り当てで設定された音声トラフィック用に生成されたアクティブ プローブ

に関する接続情報およびステータス情報だけが表示されます。

Router# show pfr master active-probes forced

OER Master Controller active-probes
Border   = Border Router running this Probe
Policy   = Forced target is configure under this policy
Type     = Probe Type
Target   = Target Address
TPort    = Target Port
N - Not applicable

The following Forced Probes are running:

Border          State    Policy             Type     Target          TPort
10.20.20.2     ACTIVE    40                 jitter   10.20.22.1      3050 
10.20.21.3     ACTIVE    40                 jitter   10.20.22.4      3050

高速フェールオーバー用 PfR 音声プローブの設定

PfR ジッター プローブを使用して高速モニタリングをイネーブルにするには、次のタスクを実行しま

す。高速フェールオーバー モニタリング モードでは、アクティブ モニタリングとパッシブ モニタリン

グを使用して、すべての出口が継続的にプローブされます。高速フェールオーバー モニタリング モー

ドのプローブ頻度は、他のモニタリング モードよりも低く設定できます。これにより、より迅速な

フェールオーバー機能が可能になります。高速フェールオーバー モニタリングは、すべてのタイプの

アクティブ プローブ（ICMP エコー、ジッター、TCP 接続、および UDP エコー）で使用できます。

ステップ 19 show pfr master active-probes [appl | forced] 

例：
Router# show pfr master active-probes forced

PfR マスター コントローラ上のアクティブ プローブ

に関する接続情報およびステータス情報を表示しま

す。

• このコマンドからの出力には、アクティブ プ
ローブのタイプおよび宛先、アクティブ プロー

ブのソースであるボーダー ルータ、アクティブ 
プローブに使用されるターゲット プレフィク

ス、およびプローブが学習済みだったか、また

は設定済みだったかが表示されます。

• 出力をフィルタリングして、マスター コント

ローラによって 適化されるアプリケーション

に関する情報を表示するには、appl キーワード

を使用します。

• 割り当てられたすべての強制ターゲットを表示

するには、forced キーワードを使用します。

• 例では、強制ターゲット割り当てで設定された

音声トラフィック用に生成されたアクティブ プ
ローブに関する接続情報およびステータス情報

が表示されます。

コマンドまたはアクション 目的
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高速フェールオーバー モニタリングは、パフォーマンス上の問題または輻輳したリンクに非常に影響

されやすいトラフィック クラス向けに設計されています。音声トラフィックは、ドロップされたリン

クに非常に影響されやすいトラフィックです。この例では、高速フェールオーバー モードがイネーブ

ルになり、IP プレフィクス リストを使用して監視対象の音声トラフィックが識別されます。高速

フェールオーバー モードで発生するオーバーヘッドを削減するために、アクティブ音声プローブが 
PfR の強制ターゲットに割り当てられます。PfR プローブ頻度は、2 秒に設定されます。タスク テーブ

ルの後の例の項では、タスクの手順で指定されたプレフィクスのポリシー設定を表示するために show 
pfr master prefix コマンドが使用されています。また、ロギング出力では高速フェールオーバーが設

定されていることを示されています。

（注） 高速モニタリング モードでは、学習済みプレフィクスと同様に、プローブ ターゲットが学習されます。

ネットワーク内で多数のプローブをトリガーしないようにするには、トラフィックがパフォーマンスに

影響されやすいリアルタイム アプリケーションと重要アプリケーションにのみ、高速モニタリング 
モードを使用します。

ソース デバイスで PfR ジッター プローブを設定する前に、ターゲット デバイス（動作のターゲット）

で IP SLA Responder をイネーブルにする必要があります。IP SLA Responder を使用できるのは、

Cisco IOS ソフトウェアベースのデバイスだけです。IP SLA Responder が稼動するネットワーク デバ

イスで次のタスクを開始します。

（注） IP SLA Responder が稼動するデバイスは、PfR 用に設定されている必要はありません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal 

3. ip sla monitor responder

4. exit

5. PfR マスター コントローラになっているネットワーク デバイスに移動します。

6. enable 

7. configure terminal 

8. ip prefix-list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [le le-value]

9. 必要に応じて、追加のプレフィクス リスト エントリについてステップ 8 を繰り返します。

10. pfr-map map-name sequence-number 

11. match traffic-class prefix-list prefix-list-name

12. set mode monitor {active | both | fast | passive}

13. set jitter threshold maximum 

14. set mos {threshold minimum percent percent}

15. set delay {relative percentage | threshold maximum}

16. set active probe probe-type ip-address [target-port number] [codec codec-name] [dscp value]

17. set probe frequency seconds

18. end

19. show pfr master prefix [prefix [detail | policy | traceroute [exit-id | border-address | current]]]
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip sla monitor responder 

例：
Router(config)# ip sla monitor responder

IP SLA Responder をイネーブルにします。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し

て、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 PfR マスター コントローラになっているネットワーク 
デバイスに移動します。

―

ステップ 6 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 7 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 8 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [le 
le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list VOICE_FAIL_LIST 
permit 10.1.0.0/24

IP プレフィクス リストを作成します。

• ここで指定する IP プレフィクス リストは PfR 
マップで使用され、トラフィック クラスの宛先 
IP アドレスを指定します。

• 例では、VOICE_FAIL_LIST という名前の IP プ
レフィクス リストが作成され、PfR で 
10.1.0.0/24 プレフィクスのプロファイリングが

行われます。

ステップ 9 必要に応じて、追加のプレフィクス リスト エントリ

についてステップ 4 を繰り返します。

―

ステップ 10 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map FAST_FAIL_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、選択した IP プレフィクスにポリシーを適用する

ように PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• 例では、FAST_FAIL_MAP という名前の PfR 
マップが作成されます。
28
アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定



 

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
ステップ 11 match traffic-class prefix-list 
prefix-list-name 

例：
Router(config-pfr-map)# match traffic-class 
prefix-list VOICE_FAIL_LIST 

PfR マップ内の トラフィック クラス一致基準として 
IP プレフィクス リストを参照します。

• 例では、VOICE_FAIL_LIST という名前の IP プ
レフィクス リストが、PfR マップ内の一致基準

として設定されます。

ステップ 12 set mode monitor {active | both | fast | 
passive} 

例：
Router(config-pfr-map)# set mode monitor fast

set 句エントリを作成して、PfR マスター コントロー

ラでルート モニタリングを設定します。

• アクティブ モニタリング、パッシブ モニタリン

グ、またはその両方を設定するには、monitor 
キーワードを使用します。

• 継続的なアクティブ モニタリングおよびパッシ

ブ モニタリングがイネーブルである高速フェー

ルオーバー モニタリング モードを設定するに

は、fast キーワードを使用します。

• 例では、高速フェールオーバー モニタリングが

イネーブルになります。

ステップ 13 set jitter threshold maximum 

例：
Router(config-pfr-map)# set jitter threshold 12

set 句エントリを作成して、ジッターしきい値を設定

します。

• 大ジッター値をミリ秒単位で設定するには 
threshold キーワードを使用します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックのジッターしきい値を 12 に設定す

る set 句が作成されます。

ステップ 14 set mos {threshold minimum percent percent}

例：
Router(config-pfr-map)# set mos threshold 3.6 
percent 30

set 句エントリを作成して、代替出口を選択するかど

うかの判断に使用される MOS しきい値および割合

値を設定します。

• 低 MOS 値を設定するには threshold キーワー

ドを使用します。

• MOS しきい値を下回る MOS 値の割合を設定す

るには percent キーワードを使用します。

• PfR は、5 分間隔で記録された MOS しきい値を

下回る MOS 値の割合を計算します。この割合

値が、設定した割合値またはデフォルト値を上

回る場合、マスター コントローラは代替出口リ

ンクを検索します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックのしきい値 MOS 値を 3.6 に設定

し、割合値を 30% に設定する set 句が作成され

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 15 set delay {relative percentage | threshold 
maximum} 

例：
Router(config-pfr-map)# set delay relative 50

set 句エントリを作成して、遅延しきい値を設定しま

す。

• 遅延しきい値は、相対割合または一致基準の絶

対値として設定できます。

• 相対遅延割合を設定するには relative キーワー

ドを使用します。相対遅延割合は、短期測定値

および長期測定値の比較に基づいています。

• 絶対 大遅延期間をミリ秒単位で設定するには 
threshold キーワードを使用します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックの相対遅延割合を 50% に設定する 
set 句が作成されます。

ステップ 16 set active-probe probe-type ip-address 
[target-port number] [codec codec-name] [dscp 
value]

例：
Router(config-pfr-map)# set active-probe jitter 
10.120.120.1 target-port 20 codec g729a

set 句エントリを作成して、アクティブ プローブの

ターゲット プレフィクスを割り当てます。

• 4 種類のプローブ タイプ（echo、jitter、
tcp-conn、または udp-echo）のうち 1 つを指定

するには、probe-type 引数を使用します。

• 指定したタイプのプローブを使用して監視され

るプレフィクスのターゲット IP アドレスを指定

するには、ip-address 引数を使用します。

• アクティブ プローブの宛先ポート番号を指定す

るには、target-port キーワードおよび number 
引数を使用します。

• codec キーワードおよび codec-name 引数を使用

するのは、ジッター プローブ タイプだけです。

平均オピニオン評点（MOS）の計算に使用され

るコーデック値を指定します。コーデック値は、

g711alaw、g711ulaw、または g729a のいずれか

を指定します。

• 例では、set 句エントリを作成し、ジッターを使

用してアクティブに監視するプレフィクスの

ターゲット IP アドレスと特定のポート番号を指

定しています。

ステップ 17 set probe frequency seconds

例：
Router(config-pfr-map)# set probe frequency 2

set 句エントリを作成して、PfR アクティブ プローブ

の頻度を設定します。

• 指定した IP プレフィクスのアクティブ プローブ 
モニタリングの間隔を秒単位で設定するには、

seconds 引数を使用します。

• 例では、アクティブ プローブ頻度を 2 秒に設定

する set 句が作成されます。

（注） ステップ 12 で高速フェールオーバー モード

がイネーブルになっているため、ここでは、

4 秒未満のプローブ頻度も設定可能です。

コマンドまたはアクション 目的
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例

次の例は、policy キーワードを使用してプレフィクスを指定したときの show pfr master prefix コマン

ドからの出力です。このコマンドでは、10.1.1.0/24 プレフィクスに設定されたポリシーが表示されま

す。mode monitor は fast に設定されています。したがって、select-exit は自動的に best に設定され、

probe frequency を 2 に設定できます。

Router# show pfr master prefix 10.1.1.0/24 policy

* Overrides Default Policy Setting
pfr-map MAP 10
  sequence no. 8444249301975040, provider id 1, provider priority 30
    host priority 0, policy priority 10, Session id 0
  match ip prefix-lists: VOICE_FAIL_LIST
  backoff 90 90 90
  delay relative 50
  holddown 90
  periodic 0
 *probe frequency 2
  mode route control 
 *mode monitor fast
 *mode select-exit best
  loss relative 10
 *jitter threshold 12
  mos threshold 3.60 percent 30
  unreachable relative 50
  next-hop not set
  forwarding interface not set
  resolve jitter priority 1 variance 10
  resolve utilization priority 12 variance 20
 
  Forced Assigned Target List:
   active-probe jitter 10.120.120.1 target-port 20 codec g729a

次のタスクに示されるように、マスター コントローラが高速フェールオーバー用に設定された後でト

ラフィック クラスがポリシー違反を犯すと、次のロギング出力に、10.1.1.0 プレフィクスで表される

トラフィック クラスが、PfR によって 3 秒以内に 10.3.3.4 インターフェイスの新しいボーダー ルータ

出口を経由してルーティングされることが表示されます。ロギング出力から、トラフィック クラスは、

ジッターしきい値を超えたためにポリシー違反状態になったと考えられます。

May  2 10:55:27.355: %OER_MC-5-NOTICE: Active ABS Jitter OOP Prefix 10.1.1.0/24,
jitter 15, BR 10.4.4.2, i/f Et2/0

ステップ 18 end

例：
Router(config-pfr-map)# end

PfR マップ コンフィギュレーション モードを終了

し、特権 EXEC モードを開始します。

ステップ 19 show pfr master prefix [prefix [detail | policy 
| traceroute [exit-id | border-address | 
current]]] 

例：
Router# show pfr master prefix 10.1.1.0/24 
policy

（任意）監視対象プレフィクスのステータスを表示し

ます。

• prefix 引数は、IP アドレスおよびビット長マス

クとして入力します。

• 指定したプレフィクスのポリシー情報を表示す

るには、policy キーワードを使用します。

• 例では、10.1.1.0/24 プレフィクスのポリシー情

報が表示されます。

コマンドまたはアクション 目的
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May  2 10:55:27.367: %OER_MC-5-NOTICE: Route changed Prefix 10.1.1.0/24, BR 10.3.3.4,
i/f Et5/0, Reason Jitter, OOP Reason Jitter

アクティブ プローブのソース アドレスの設定 
アクティブ プローブのソース インターフェイスを指定するには、ボーダー ルータで次のタスクを実行

します。アクティブ プローブのソース インターフェイスは、ボーダー ルータ上で設定します。PfR 
ボーダー ルータ コンフィギュレーション モードで、active-probe address source（PfR）を使用しま

す。アクティブ プローブのソース インターフェイス IP アドレスは、プローブ応答が指定したソース 
インターフェイスに必ず戻されるようにするために、一意である必要があります。

デフォルトの動作は、次のとおりです。

• このコマンドがイネーブルではない、または no 形式を入力した場合、ソース IP アドレスは、アク

ティブ プローブを送信するデフォルトの PfR 外部インターフェイスから使用されます。

• インターフェイスに IP アドレスが設定されていない場合、アクティブ プローブは生成されませ

ん。

• インターフェイスがアクティブ プローブのソースとして設定された後で IP アドレスが変更される

と、アクティブ プローブは停止します。その後、新しい IP アドレスで再開します。

• インターフェイスがアクティブ プローブのソースとして設定された後で IP アドレスが削除される

と、アクティブ プローブは停止します。有効なプライマリ IP アドレスが設定されるまで再開しま

せん。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr border 

4. active-probe address source interface type number 

5. end 

6. show pfr border active-probes

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr border 

例：
Router(config)# pfr border 

PfR ボーダー ルータ コンフィギュレーション モード

を開始して、ルータをボーダー ルータとして設定し

ます。
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ポリシー適用フェーズのタスク

次のタスクは、PfR ポリシー適用フェーズの要素の設定方法を示します。

• 「PfR ポリシーの設定および学習済みトラフィック クラスへの適用」（P.33）

• 「学習済みプレフィクスの PfR 適化の防止」（P.37）

• 「PfR マップ用ポリシー ルールの設定」（P.40）

• 「複数 PfR ポリシーの競合解決の設定」（P.41）

• 「PfR マップを使用したブラック ホール ルーティングの設定」（P.43）

• 「PfR マップを使用したシンクホール ルーティングの設定」（P.45）

PfR ポリシーの設定および学習済みトラフィック クラスへの適用

PfR ポリシーを設定し、学習済みトラフィック クラスに適用するには、マスター コントローラで次の

タスクを実行します。pfr master コマンドを使用して PfR マスター コントローラとしてルータを設定

した後は、このタスクのほとんどのコマンドは省略可能です。各ステップでは、グローバル ベースで

学習済みトラフィック クラスに適用されるパフォーマンス ポリシーが設定されます。この例では、

PfR は、ポリシー準拠の 初の出口を選択するように設定されます。

次のタスクでは、一部の PfR タイマーが変更されます。PfR タイマーの調整を行う際は、新しい設定

値が残り時間よりも少ないと、既存の設定はただちに新しいタイマー設定に置き換えられることに注意

してください。値が残り時間よりも多い場合、既存タイマーが期限切れになるか、リセットされると、

新しい設定が適用されます。

（注） 極端なタイマー設定を行うと、出口リンクまたはトラフィック クラス エントリがポリシー違反状態に

なることがあります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

ステップ 4 active-probe address source interface type 
number 

例：
Router(config-pfr-br)# active-probe address 
source interface FastEthernet 0/0 

ボーダー ルータ上のインターフェイスをアクティブ 
プローブのソースとして設定します。

• 例では、FastEthernet 0/0 インターフェイスが

ソース インターフェイスとして設定されます。

ステップ 5 end 

例：
Router(config-pfr-br)# end 

PfR ボーダー ルータ コンフィギュレーション モード

を終了し、特権 EXEC モードを開始します。

ステップ 6 show pfr border active-probes 

例：
Router# show pfr border active-probes

PfR ボーダー ルータ上のアクティブ プローブに関す

る接続ステータスおよび情報を表示します。

• このコマンドを使用すると、設定されたソース 
IP アドレスを確認できます。

コマンドまたはアクション 目的
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3. pfr master

4. backoff min-timer max-timer [step-timer]

5. delay {relative percentage | threshold maximum}

6. holddown timer 

7. loss {relative average | threshold maximum}

8. periodic timer 

9. unreachable {relative average | threshold maximum}

10. mode select-exit {best | good}

11. end 

12. show pfr master policy [sequence-number | policy-name | default]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 backoff min-timer max-timer [step-timer] 

例：
Router(config-pfr-mc)# backoff 400 4000 400 

（任意）バックオフ タイマーを設定して、ポリシー

決定期間を調整します。

• 低移行期間を秒単位で設定するには、

min-timer 引数を使用します。

• トラフィック クラス エントリのポリシー要件を

満たすリンクがない場合に PfR がポリシー違反

トラフィック クラスを保持する 大期間を設定

するには、max-timer 引数を使用します。

• step-timer 引数を使用すると、 大制限時間に達

するまで 低タイマーの期限が切れるたびに時

間を追加するように PfR を任意で設定できます。
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ステップ 5 delay {relative percentage | threshold maximum}

例：
Router(config-pfr-mc)# delay relative 80

（任意）遅延しきい値を相対割合または絶対値で設定

します。

• 相対遅延割合を設定するには relative キーワー

ドを使用します。相対遅延割合は、短期測定値

および長期測定値の比較に基づいています。

• 絶対 大遅延期間をミリ秒単位で設定するには 
threshold キーワードを使用します。

• 設定した遅延しきい値を超えると、プレフィク

スはポリシー違反になります。

• 例では、相対平均に基づいて 80% の遅延しきい

値が設定されます。

ステップ 6 holddown timer 

例：
Router(config-pfr-mc)# holddown 600

（任意）トラフィック クラス エントリのルート ダン

プニング タイマーを設定して、代替出口が選択可能

になる前に新しい出口の使用が必要な 低期間を設

定します。

• トラフィック クラス エントリがホールドダウン

状態の間は、PfR はルート変更を実行できませ

ん。

• ホールドダウン タイマーの期限が切れると、

PfR は、パフォーマンスおよびポリシー設定に

基づいて 良の出口を選択します。

• トラフィック クラス エントリの現在の出口が到

達不能になると、PfR は、代替パスの検索プロ

セスを開始します。

• 例では、トラフィック クラス エントリのダンプ

ニング タイマーが 600 秒に設定されます。

ステップ 7 loss {relative average | threshold maximum}

例：
Router(config-pfr-mc)# loss relative 20

（任意）PfR がトラフィック クラス エントリに許可

する相対パケット損失または 大パケット損失を設

定します。

• relative キーワードは、短期間のパケット損失

割合および長期間のパケット損失割合の比較に

基づいてパケットの相対割合を設定します。

• threshold キーワードは、絶対パケット数（百万

パケットあたりのパケット数）を設定します。

• 例では、パケット損失の比較割合が 20% 以上の

場合にマスター コントローラが新しい出口リン

クを検索するように設定されます。

コマンドまたはアクション 目的
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
ステップ 8 periodic timer 

例：
Router(config-pfr-mc)# periodic 300

（任意）周期タイマーの期限が切れると、 良の出口

リンクを定期的に選択するように PfR を設定しま

す。

• このコマンドがイネーブルの場合、マスター コ
ントローラが定期的に評価し、トラフィック ク
ラスのポリシー決定を行います。

• 例では、周期タイマーが 300 秒に設定されます。

タイマーの期限が切れると、PfR は 良の出口

またはポリシー準拠の 初の出口のいずれかを

選択します。

（注） このタイマーの期限が切れたときに PfR がポ

リシー準拠の 初の出口を選択するか、利用

可能な 良の出口を選択するかを決定するに

は、mode select-exit コマンドを使用します。

ステップ 9 unreachable {relative average | threshold 
maximum}

例：
Router(config-pfr-mc)# unreachable relative 10

（任意）到達不能ホストの 大数を設定します。

• このコマンドは、PfR がトラフィック エントリ

に許可する到達不能ホストの相対割合または

大数（100 万フローあたりのフロー数（fpm））

を指定するために使用します。到達不能ホスト

の絶対数または相対割合がユーザ定義の値また

はデフォルト値を超える場合、PfR はトラ

フィック クラス エントリが OOP であると判断

し、代替出口リンクを検索します。

• 到達不能ホストの相対割合を設定するには 
relative キーワードを使用します。到達不能ホ

ストの相対割合は、短期測定値および長期測定

値の比較に基づいています。

• 到達不能ホストの絶対 大数を fpm に基づいて

設定するには threshold キーワードを使用しま

す。

• 例では、到達不能ホストの相対割合が 10% 以上

の場合にトラフィック クラス エントリの新しい

出口リンクを検索するように PfR が設定されま

す。

ステップ 10 mode select-exit {best | good}} 

例：
Router(config-pfr-mc)# mode select-exit good

パフォーマンスまたはポリシーに基づいて、出口リ

ンクを選択できるようにします。

• マスター コントローラが、best キーワードが入

力されたときに利用可能な 良の出口を選択す

るか、good キーワードが入力されたときにポリ

シー準拠の 初の出口を選択するかを設定する

には select-exit キーワードを使用します。

ステップ 11 end

例：
Router(config-pfr-mc)# end

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

コマンドまたはアクション 目的
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
例

次に、show pfr master policy コマンドからの出力例を示します。次のタスクの設定によって特定のポ

リシー設定が上書きされた部分を除いて、デフォルトのポリシー設定が表示されます。

Router# show pfr master policy

Default Policy Settings:
  backoff 400 4000 400
  delay relative 80
  holddown 600
  periodic 300
  probe frequency 56
  mode route observe 
  mode monitor both
  mode select-exit good
  loss relative 20
  unreachable relative 10
  resolve delay priority 11 variance 20
  resolve utilization priority 12 variance 20
 *tag 0

学習済みプレフィクスの PfR 最適化の防止

PfR が指定した学習済みプレフィクスを 適化しないようにするために PfR ポリシーを設定および適

用するには、マスター コントローラで次のタスクを実行します。次のタスクは、PfR 適化から除外

する一部のプレフィクスが判明しているものの、これらのプレフィクスが PfR で自動的に学習される

場合に便利です。次のタスクでは、IP プレフィクス リストは、 適化されない異なるプレフィクスに

対する 2 つのエントリで設定されます。PfR マップは、1 つのシーケンスの 2 つのエントリで設定され

ます。これによって、プレフィクスは学習されますが、PfR は、プレフィクス リストで指定したプレ

フィクスを 適化しなくなります。PfR マップ エントリのシーケンス番号が逆方向になった場合、PfR 
はプレフィクスを学習し、プレフィクスの 適化を試みます。

手順の概要

1. enable 

ステップ 12 show pfr master policy [sequence-number | 
policy-name | default]

例：
Router# show pfr master policy

PfR マスター コントローラ上のポリシー設定を表示

します。

• このコマンドの出力では、デフォルトのポリ

シーおよび任意で PfR マップに設定されている

ポリシーが表示されます。

• 指定した PfR マップ シーケンスのポリシー設定

を表示するには sequence-number 引数を使用し

ます。

• 指定した PfR ポリシー マップ名のポリシー設定

を表示するには policy-name 引数を使用します。

• デフォルトのポリシー設定だけを表示するには、

default キーワードを使用します。

• 例では、デフォルトのポリシー設定および次の

タスクの設定によって更新されたポリシー設定

が表示されます。

コマンドまたはアクション 目的
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
2. configure terminal 

3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [le le-value] 

4. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [le le-value] 

5. pfr-map map-name sequence-number 

6. match ip address prefix-list prefix-list-name 

7. pfr-map map-name sequence-number 

8. match pfr learn {delay | inside | throughput}

9. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [le 
le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list DENY_LIST deny 
10.1.1.0/24

IP プレフィクス リストを作成します。

• IP プレフィクス リストは、マスター コントロー

ラによるモニタリング用のプレフィクスを手動

で拒否する、または許可するために使用されま

す。

• IP プレフィクス リストで指定されたプレフィク

スは、match ip address（PfR）コマンドで PfR 
マップにインポートされます。

• 例では、10.1.1.0/24 サブネットからのプレフィ

クスだけを拒否するエントリを含む IP プレフィ

クス リストが作成されます。

ステップ 4 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [le 
le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list DENY_LIST deny 
172.20.1.0/24 

IP プレフィクス リストを作成します。

• IP プレフィクス リストは、マスター コントロー

ラによるモニタリング用のプレフィクスを手動

で拒否する、または許可するために使用されま

す。

• IP プレフィクス リストで指定されたプレフィク

スは、match ip address（PfR）コマンドで PfR 
マップにインポートされます。

• 例では、172.20.1.0/24 サブネットからのプレ

フィクスだけを拒否する IP プレフィクス エント

リが作成されます。
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
ステップ 5 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map DENY_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、選択した IP プレフィクスにポリシーを適用する

ように PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• deny シーケンスは 初に IP プレフィクス リス

トに定義してから、ステップ 6 で match ip 
address（PfR）コマンドを使用して適用しま

す。

• 例では、シーケンス番号が 10 の DENY_MAP 
という名前の PfR マップが作成されます。

ステップ 6 match ip address {access-list access-list-name 
| prefix-list prefix-list-name} 

例：
Router(config-pfr-map)# match ip address 
prefix-list DENY_LIST

PfR マップ内の一致基準として拡張 IP アクセス リス

トまたは IP プレフィクス リストを参照します。

• 例では、DENY_LIST という名前のプレフィク

ス リストが、PfR マップ内の一致基準として設

定されます。

ステップ 7 exit

例：
Router(config-pfr-map)# exit

PfR マップ コンフィギュレーション モードを終了

し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻

ります。

ステップ 8 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map DENY_MAP 20

PfR マップ エントリを入力します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• deny シーケンスは 初に IP プレフィクス リス

トに定義してから、ステップ 9 で match ip 
address（PfR）コマンドを使用して適用しま

す。

• 例では、シーケンス番号が 20 の DENY_MAP 
という名前の PfR マップの PfR マップ エントリ

を作成します。

ステップ 9 match pfr learn {delay | inside | throughput} 

例：
Router(config-pfr-map)# match pfr learn 
throughput

学習済みの PfR プレフィクスに一致させるために、

PfR マップ内で match 句エントリを作成します。

• PfR は、 高遅延または 高アウトバウンド ス
ループットに基づいた内部プレフィクスまたは

プレフィクスであるトラフィック クラスを学習

するように設定できます。

• 例では、 高スループットに基づいて学習され

たトラフィック クラスに一致する match 句エン

トリが作成されます。

ステップ 10 end

例：
Router(config-pfr-map)# end

（任意）PfR マップ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
PfR マップ用ポリシー ルールの設定 
PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードで、PfR マップを選択し設定を適用するに

は、次のタスクを実行します。policy-rules（PfR）コマンドを使用すると、定義済み PfR マップ間の

切り替えを容易に実行できます。

前提条件

少なくとも 1 つの PfR マップを設定しなければ、ポリシー ルールのサポートはイネーブルにできませ

ん。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. pfr master

4. policy-rules map-name 

5. end 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、グローバル プレフィクスおよび

出口リンク ポリシーを設定します。
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
複数 PfR ポリシーの競合解決の設定

PfR 解決機能を使用して、 初に実行される PfR ポリシーに関する競合を回避するためのプライオリ

ティをポリシーに割り当てるには、次のタスクを実行します。各ポリシーに一意の値が割り当てられ、

高値を設定されたポリシーが 高プライオリティとして選択されます。デフォルトでは、遅延ポリ

シーに 高プライオリティが設定され、トラフィック負荷（使用率）ポリシーに 2 番目に高いプライオ

リティが設定されます。いずれかのポリシーにプライオリティ値を割り当てると、デフォルト設定が上

書きされます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. pfr master

4. resolve {cost priority value | delay priority value variance percentage | loss priority value 
variance percentage | range priority value | utilization priority value variance percentage}

5. ステップ 4 を繰り返して、必要な各 PfR ポリシーにプライオリティを割り当てます。

6. end

ステップ 4 policy-rules map-name 

例：
Router(config-pfr-mc)# policy-rules TARGET_MAP 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードで、PfR マップからマスター コントローラ コ
ンフィギュレーションに設定を適用します。

• 新しい PfR マップ名でこのコマンドを再入力す

ると、以前の設定がただちに上書きされます。

この動作は、定義済みの PfR 間での迅速な選択

および切り替えを可能にするように設計されて

います。

• 例では、TARGET_MAP という名前の PfR マッ

プから設定が適用されます。

ステップ 5 end 

例：
Router(config-pfr-mc)# end 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

コマンドまたはアクション 目的
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 resolve {cost priority value | delay priority 
value variance percentage | loss priority value 
variance percentage | range priority value | 
utilization priority value variance percentage} 

例：
Router(config-pfr-mc)# resolve loss priority 2 
variance 10

ポリシー プライオリティを設定するか、ポリシーの

競合を解決します。

• このコマンドは、同じプレフィクスに対して複

数のポリシーが設定されている場合にプライオ

リティを設定するために使用されます。このコ

マンドが設定されている場合、 高プライオリ

ティのポリシーが選択されて、ポリシー決定を

行います。

• プライオリティ値を指定するには、priority 
キーワードを使用します。1 という番号を設定

すると、ポリシーに 高プライオリティが割り

当てられます。10 という番号を設定すると、

低プライオリティが割り当てられます。

• 各ポリシーには、異なるプライオリティ番号を

割り当てる必要があります。

• ユーザ定義のポリシーに許容分散を設定するに

は、variance キーワードを使用します。この

キーワードでは、出口リンクまたはプレフィク

スがユーザ定義のポリシー値と異なっても、ま

だ同等であると見なす許容割合が設定されます。

• 例では、損失ポリシーのプライオリティが、

10% の分散で 2 に設定されます。

（注） 範囲またはコスト ポリシーには分散を設定

できません。

ステップ 5 ステップ 4 を繰り返して、必要な各 PfR ポリシーにプ

ライオリティを割り当てます。

―

ステップ 6 end 

例：
Router(config-pfr-mc)# end

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
PfR マップを使用したブラック ホール ルーティングの設定

ヌル インターフェイスに転送されるパケット、つまり、「ブラック ホール」に廃棄されるパケットを

フィルタリングするために PfR マップを設定するには、次のタスクを実行します。IP プレフィクスが、

ネットワーク上の攻撃のソースとして識別されると、プレフィクス リストが設定されます。BGP など

一部のプロトコルでは、バック ホール ルートの再配布が許可されますが、他のプロトコルでは許可さ

れません。

この省略可能なタスクを実行すると、ネットワーク上での攻撃を阻止したり、軽減したりできます。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [le le-value] 

4. pfr-map map-name sequence-number 

5. match ip address {access-list access-list-name | prefix-list prefix-list-name}

6. set interface null0

7. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
ステップ 3 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [le 
le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list BLACK_HOLE_LIST 
seq 10 permit 10.20.21.0/24 

IP プレフィクス リストを作成します。

• IP プレフィクス リストは、PfR マスター コント

ローラでモニタリングするプレフィクスを手動で

選択するために使用されます。

• マスター コントローラは、デフォルト ルートを

含む任意の長さの、完全に一致するプレフィクス

を監視し、制御できます。完全に一致するプレ

フィクスが指定される場合、PfR は、この完全に

一致するプレフィクスだけを監視します。

• マスター コントローラは、le キーワードを使用し

て 32 に設定された包含プレフィクスを監視し、

制御できます。PfR は、設定されたプレフィクス

およびより限定されたプレフィクス（たとえば、

10.0.0.0/8 le 32 プレフィクスを設定すると、

10.1.0.0/16 プレフィクスおよび 10.1.1.0/24 プレ

フィクスを含みます）を同じ出口で監視し、この

情報をルーティング情報ベース（RIB）に記録し

ます。

• IP プレフィクス リストで指定されたプレフィク

スは、match ip address（PfR）コマンドを使用

して PfR マップにインポートします。

• 例では、10.20.21.0/24 サブネットからのプレ

フィクスを許可する、BLACK_HOLE_LIST とい

う名前の IP プレフィクス リストが作成されます。

ステップ 4 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map BLACK_HOLE_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、選択した IP プレフィクスにポリシーを適用する

ように PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つだ

け設定できます。

• deny シーケンスは 初に IP プレフィクス リスト

に定義してから前のステップで match ip address
（PfR）コマンドを使用して適用します。

• 例では、BLACK_HOLE_MAP という名前の PfR 
マップが作成されます。

ステップ 5 match ip address {access-list access-list-name 
| prefix-list prefix-list-name} 

例：
Router(config-pfr-map)# match ip address 
prefix-list BLACK_HOLE_LIST 

PfR マップ内の一致基準として拡張 IP アクセス リス

トまたは IP プレフィクスを参照します。

• 例では、PfR マップ内の一致基準として 
BLACK_HOLE_LIST という名前の IP プレフィ

クス リストが、設定されます。

コマンドまたはアクション 目的
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PfR マップを使用したシンクホール ルーティングの設定

PfR マップを設定して、ネクスト ホップに転送されるパケットをフィルタリングするには、次のタス

クを実行します。ネクスト ホップは、パケットの保存、分析、または廃棄を実行できるルータです

（シンクホール アナロジー）。IP プレフィクスがネットワーク上の攻撃のソースとして識別されると、

プレフィクス リストが設定されます。

この省略可能なタスクを実行すると、ネットワーク上での攻撃を阻止したり、軽減したりできます。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [le le-value] 

4. pfr-map map-name sequence-number 

5. match ip address {access-list access-list-name | prefix-list prefix-list-name}

6. set next-hop ip-address 

7. end

手順の詳細

ステップ 6 set interface null0

例：
Router(config-pfr-map)# set interface null0

set 句エントリを作成して、パケットをヌル インター

フェイスに転送します（つまり、パケットが廃棄され

ます）。

• 例では、BLACK_HOLE_LIST プレフィクス リ
ストに一致するパケットが廃棄されるように指定

するための set 句エントリが作成されます。

ステップ 7 end

例：
Router(config-pfr-map)# end

（任意）PfR マップ 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。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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ステップ 3 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [le 
le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list SINKHOLE_LIST 
seq 10 permit 10.20.21.0/24 

IP プレフィクス リストを作成します。

• IP プレフィクス リストは、PfR マスター コント

ローラでモニタリングするプレフィクスを手動で

選択するために使用されます。

• マスター コントローラは、デフォルト ルートを

含む任意の長さの、完全に一致するプレフィクス

を監視し、制御できます。完全に一致するプレ

フィクスが指定される場合、PfR は、この完全に

一致するプレフィクスだけを監視します。

• マスター コントローラは、le キーワードを使用し

て 32 に設定された包含プレフィクスを監視し、

制御できます。PfR は、設定されたプレフィクス

およびより限定されたプレフィクス（たとえば、

10.0.0.0/8 le 32 プレフィクスを設定すると、

10.1.0.0/16 プレフィクスおよび 10.1.1.0/24 プレ

フィクスを含みます）を同じ出口で監視し、この

情報をルーティング情報ベース（RIB）に記録し

ます。

• IP プレフィクス リストで指定されたプレフィク

スは、match ip address（PfR）コマンドを使用

して PfR マップにインポートします。

• 例では、10.20.21.0/24 サブネットからのプレフィ

クスを許可する、SINKHOLE_LIST という名前

の IP プレフィクス リストが作成されます。

ステップ 4 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config-pfr-mc)# pfr-map SINKHOLE_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、選択した IP プレフィクスにポリシーを適用する

ように PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つだ

け設定できます。

• deny シーケンスは 初に IP プレフィクス リスト

に定義してから前のステップで match ip address
（PfR）コマンドを使用して適用します。

• 例では、SINKHOLE_MAP という名前の PfR 
マップが作成されます。

ステップ 5 match ip address {access-list access-list-name 
| prefix-list prefix-list-name} 

例：
Router(config-pfr-map)# match ip address 
prefix-list SINKHOLE_LIST 

PfR マップ内の一致基準として拡張 IP アクセス リス

トまたは IP プレフィクスを参照します。

• 例では、PfR マップ内の一致基準として 
SINKHOLE_LIST という名前の IP プレフィクス 
リストが設定されます。

コマンドまたはアクション 目的
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施行フェーズのタスク

次のタスクは、PfR ポリシーの設定および適用フェーズの要素の設定方法を示します。

• 「アプリケーション トラフィックの制御」（P.47）

アプリケーション トラフィックの制御

アプリケーション トラフィックを制御するには、マスター コントローラで次のタスクを実行する必要

があります。次のタスクは、ポリシーベース ルーティング（PBR）を使用して、指定したアプリケー

ション トラフィック クラスを PfR で制御できるようにする方法を示します。拡張 IP アクセス リスト

で permit 文を使用したフィルタリングが可能なアプリケーション トラフィックを設定するための、ア

プリケーション アウェア ポリシー ルーティング。

Telnet トラフィックなどのアプリケーション トラフィックは遅延に影響されやすいので、TCP 遅延が

長い場合は、Telnet セッションの使用が困難になることがあります。次のタスクでは、Telnet トラ

フィックを許可するために拡張 IP アクセス リストが設定されます。PfR マップは、192.168.1.0/24 
ネットワークをソースとする Telnet トラフィックに一致させるために match 句を参照する拡張アクセ

ス リストで設定されます。PfR ルート制御がイネーブルになり、遅延ポリシーが設定されて、Telnet 
トラフィックが 30 ミリ秒以下の応答時間で出口リンクを経由して送信されるようになります。この設

定は、show pfr master appl コマンドを使用して確認します。

制約事項

• ボーダー ルータは、シングルホップのピアである必要があります。

• 名前付き拡張 IP アドレス リストだけがサポートされます。

• アプリケーション トラフィックの 適化は、CEF スイッチング パス上での PfR だけでサポートさ

れます。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip access-list {standard | extended} access-list-name} 

4. [sequence-number] permit protocol source source-wildcard destination destination-wildcard 
[option option-name] [precedence precedence] [tos tos] [ttl operator value] [log] [time-range 
time-range-name] [fragments] 

ステップ 6 set next-hop ip-address

例：
Router(config-pfr-map)# set next-hop 10.20.21.6

パケットがネクスト ホップに転送されるように指定す

る set 句エントリを作成します。

• 例では、SINKHOLE_LIST プレフィクス リスト

に一致するパケットが 10.20.21.6 のネクスト ホッ

プに転送されるように指定するための set 句エン

トリが作成されます。

ステップ 7 end

例：
Router(config)# end

（任意）PfR マップ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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5. exit 

6. pfr-map map-name sequence-number 

7. match ip address {access-list name | prefix-list name}

8. set mode route control

9. set delay {relative percentage | threshold maximum} 

10. set resolve {cost priority value | delay priority value variance percentage | loss priority value 
variance percentage | range priority value | utilization priority value variance percentage} 

11. end 

12. show pfr master appl [access-list name] [detail] | [tcp | udp] [protocol-number] [min-port 
max-port] [dst | src] [detail | policy] 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip access-list {standard | extended} 
access-list-name} 

例：
Router(config)# ip access-list extended 
TELNET_ACL 

拡張アクセス リストを作成し、拡張アクセス リスト 
コンフィギュレーション モードを開始します。

• 名前付きアクセス リストだけがサポートされま

す。

ステップ 4 [sequence-number] permit protocol source 
source-wildcard destination 
destination-wildcard [option option-name] 
[precedence precedence] [tos tos] [ttl operator 
value] [log] [time-range time-range-name] 
[fragments] 

例：
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 
0.0.0.255 any eq telnet 

拡張アクセス リストを定義します。

• 任意のプロトコル、ポート、またはその他の IP 
パケット ヘッダー値を指定できます。

• 例では、192.168.1.0/24 ネットワークをソース

とする Telnet トラフィックが許可されます。

ステップ 5 exit 

例：
Router(config-ext-nacl)# exit

拡張アクセス リスト コンフィギュレーション モー

ドを終了して、グローバル コンフィギュレーション 
モードに戻ります。

ステップ 6 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config# pfr-map BLUE 

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、PfR マップを設定します。
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例 

次の例では、ポート 23（Telnet）に基づいてフィルタリングされる TCP アプリケーション トラフィッ

クを表示する、show pfr master appl コマンドの出力を示します。

Router# show pfr master appl tcp 23 23 dst policy 

Prefix              Appl Prot       Port                 Port Type       Policy         
--------------------------------------------------------------------------------

ステップ 7 match ip address {access-list name | 
prefix-list name} 

例：
Router(config-pfr-map)# match ip address 
access-list TELNET 

PfR マップ内の一致基準として拡張 IP アクセス リス

トまたは IP プレフィクスを参照します。

• 拡張 IP アクセス リストは、監視対象プレフィク

スからトラフィックのサブセットをフィルタリ

ングするために使用されます。

ステップ 8 set mode route control

例：
Router(config-pfr-map)# set mode route control 

一致したトラフィックのルート制御を設定するため

に、set 句エントリを作成します。

• 制御モードでは、マスター コントローラが監視

対象プレフィクスを分析し、ポリシー パラメー

タに基づいて変更を実行します。

• この例では、PfR 制御モードをイネーブルにす

る set 句を作成しています。

ステップ 9 set delay {relative percentage | threshold 
maximum}

例：
Router(config-pfr-map)# set delay threshold 30 

（任意）PfR が遅延しきい値を設定するように PfR 
マップを設定します。

• この例では、遅延ポリシーを設定しています。

他のポリシーも設定できます。

• Telnet トラフィックの遅延しきい値が 30 ミリ秒

に設定されます。

ステップ 10 set resolve {cost priority value | delay 
priority value variance percentage | loss 
priority value variance percentage | range 
priority value | utilization priority value 
variance percentage}

例：
Router(config-pfr-map)# set resolve delay 
priority 1 variance 20

（任意）ポリシーを上書きするためにポリシー プラ

イオリティを設定するように PfR マップを設定しま

す。

• 解決ポリシーは、遅延ポリシーを 20% の分散の

高プライオリティに設定します。

ステップ 11 end 

例：
Router(config-pfr-map)# end 

PfR マップ 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。

ステップ 12 show pfr master appl [access-list name] 
[detail] | [tcp | udp] [protocol-number] 
[min-port max-port] [dst | src] [detail | 
policy] 

例：
Router# show pfr master appl tcp 23 23 dst 
policy 

（任意）PfR マスター コントローラによって監視さ

れ、制御されるアプリケーションに関する情報を表

示します。

コマンドまたはアクション 目的
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10.1.1.0/24        tcp             [23, 23] src  10

確認フェーズのタスク

次のタスクは、PfR 確認フェーズの要素の設定方法を示します。

• 「PfR ルート強制変更の手動確認」（P.50）

PfR ルート強制変更の手動確認

PfR は、NetFlow 出力を使用して、ネットワーク内のルート強制変更を自動的に確認します。PfR は 
NetFlow メッセージを監視し、メッセージでルート強制変更を確認できない場合は、トラフィック ク
ラスを制御しません。PfR 施行フェーズで実行されたトラフィック制御が実際にトラフィック フロー

を変更し、OOP イベントをポリシー準拠に変更したことを手動で確認する場合は、この任意のタスク

のステップを実行します。すべてのステップは任意ですが、順番は任意ではありません。これらのス

テップから得られる情報では、トラフィック クラスに関連付けられた特定のプレフィクスが、別の出

口リンク インターフェイスまたは入口リンク インターフェイスに移動されたか、または PfR によって

制御されているかを確認できます。 初の 3 つのコマンドは、マスター コントローラで入力します。

後の 2 つのコマンドは、ボーダー ルータで入力します。他の PfR 表示コマンドの詳細については、

『Cisco IOS Optimized Edge Routing Command Reference』を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. show logging [slot slot-number | summary]

3. show pfr master prefix prefix [detail]

4. ボーダー ルータに移動して、次のステップを開始します。

5. enable

6. show pfr border routes {bgp | cce | eigrp [parent] | rwatch | static}

手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2 show logging [slot slot-number | summary] 

このコマンドは、システム ロギング（syslog）の状態および標準的なシステム ロギング バッファの内

容を表示するために使用します。省略可能な区切り文字を使用したこの例では、OOP であり、ルート

変更が行われた 10.1.1.0 プレフィクスについての PfR メッセージが含まれるロギング バッファが示さ

れます。

Router# show logging | i 10.1.1.0

*Apr 26 22:58:20.919: %OER_MC-5-NOTICE: Discovered Exit for prefix 10.1.1.0/24, BR
10.10.10.1, i/f Et9/0 
*Apr 26 23:03:14.987: %OER_MC-5-NOTICE: Route changed 10.1.1.0/24, BR 10.10.10.1, i/f
Se12/0, Reason Delay, OOP Reason Timer Expired
*Apr 26 23:09:18.911: %OER_MC-5-NOTICE: Passive REL Loss OOP 10.1.1.0/24, loss 133, BR
10.10.10.1, i/f Se12/0, relative loss 23, prev BR Unknown i/f Unknown
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*Apr 26 23:10:51.123: %OER_MC-5-NOTICE: Route changed 10.1.1.0/24, BR 10.10.10.1, i/f
Et9/0, Reason Delay, OOP Reason Loss

ステップ 3 show pfr master prefix prefix [detail]

このコマンドは、監視対象プレフィクスの状態を表示するために使用します。このコマンドからの出力

には、送信元ボーダー ルータ、現在の出口インターフェイス、プレフィクス遅延、出口インターフェ

イスの帯域幅、および入口インターフェイスの帯域幅に関する情報が含まれています。この例では、出

力で 10.1.1.0 プレフィクスのフィルタリングが行われ、現在ホールドダウン状態のプレフィクスが表

示されます。このステップでは、次のタスクに関連する構文だけを示します。

Router# show pfr master prefix 10.1.1.0

Prefix         State   Time Curr BR     CurrI/F     Protocol
           PasSDly PasLDly  PasSUn  PasLUn PasSLos PasLLos
           ActSDly ActLDly  ActSUn  ActLUn   EBw   IBw
--------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.0/24   HOLDDOWN  42 10.10.10.1   Et9/0      STATIC 
                16      16       0       0       0       0
                 U       U       0       0      55       2

ステップ 4 ボーダー ルータに移動して、次のステップを開始します。

次のコマンドは、マスター コントローラではなく、ボーダー ルータで入力します。

ステップ 5 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 6 show pfr border routes {bgp | cce | eigrp [parent] | rwatch | static} 

このコマンドは、ボーダー ルータで入力します。このコマンドは、ボーダー ルータ上の PfR 制御ルー

トに関する情報を表示するために使用します。この例の出力では、PfR によって制御される 10.1.1.0 プ
レフィクスが示されます。

Router# show pfr border routes bgp 

OER BR 10.10.10.1 ACTIVE, MC 10.10.10.3 UP/DOWN: UP 00:10:08,
   Auth Failures: 0
   Conn Status: SUCCESS, PORT: 3949
BGP table version is 12, local router ID is 10.10.10.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
OER Flags: C - Controlled, X - Excluded, E - Exact, N - Non-exact, I - Injected

    Network          Next Hop        OER    LocPrf Weight Path
*> 10.1.1.0/24  10.40.40.2  CE 0 400 600 i

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定例
• 「プロファイル フェーズのタスク：例」（P.52）

• 「測定フェーズのタスク：例」（P.54）

• 「ポリシー適用フェーズのタスク：例」（P.58）
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定例
• 「施行フェーズのタスク：例」（P.61）

• 「確認フェーズのタスク：例」（P.62）

プロファイル フェーズのタスク：例

• 「例：自動的に学習されたプレフィクスベースのトラフィック クラスの学習リストの定義」（P.52）

• 「例：アクセス リストを使用して自動的に学習されたアプリケーション トラフィック クラスの学

習リストの定義」（P.52）

• 「例：プレフィクス リストを使用した、プレフィクスベースのトラフィック クラスの手動選択」

（P.53）

• 「例：アクセス リストを使用したアプリケーション トラフィック クラスの手動選択」（P.53）

例：自動的に学習されたプレフィクスベースのトラフィック クラスの学習リストの定義

マスター コントローラ上で設定された次の例では、プレフィクス リストだけに基づいて自動的に学習

されたトラフィック クラスを含む学習リストが定義されます。この例では、3 つの支社があり、支社 A 
および B へのすべてのトラフィックを 1 つのポリシー（Policy1）を使用して 適化し、支社 C へのト

ラフィックを別のポリシー（Policy2）を使用して 適化することが目的です。

支社 A は、10.1.0.0./16 に一致するすべてのプレフィクスとして定義され、支社 B は、10.2.0.0./16 に
一致するすべてのプレフィクスとして定義されます。支社 C は、10.3.0.0./16 に一致するすべてのプレ

フィクスとして定義されます。

次のタスクでは、 高アウトバウンド スループットに基づいたプレフィクスの学習が設定されます。

ip prefix-list BRANCH_A_B permit seq 10 10.1.0.0/16
ip prefix-list BRANCH_A_B permit seq 20 10.2.0.0/16
ip prefix-list BRANCH_C permit seq 30 10.3.0.0/16
pfr master 
 learn 
 list seq 10 refname LEARN_BRANCH_A_B 
 traffic-class prefix-list BRANCH_A_B
 throughput
 exit
 exit
 learn 
 list seq 20 refname LEARN_BRANCH_C
 traffic-class prefix-list BRANCH_C
 throughput
 exit
 exit
pfr-map POLICY1 10
 match learn list LEARN_BRANCH_A_B
 exit
pfr-map POLICY2 10
 match learn list LEARN_BRANCH_C
 end

例：アクセス リストを使用して自動的に学習されたアプリケーション トラフィック クラスの
学習リストの定義

次の例では、カスタム アプリケーション トラフィック クラスを定義するアクセス リストが作成されま

す。この例のカスタム アプリケーションは、次の 4 つの基準で構成されます。

• 宛先ポート 500 上のすべての TCP トラフィック
52
アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定



 

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定例
• 700 ～ 750 の範囲のポート上のすべての TCP トラフィック

• 送信元ポート 400 上のすべての UDP トラフィック

• ef の Differentiated Service Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）ビットでマーキングさ

れた、すべての IP パケット

目的は、すべての学習されたトラフィック クラスに適用される、同一の POLICY_CUSTOM_APP ポ
リシーを 適化することです。次のタスクでは、 高アウトバウンド スループットに基づいたトラ

フィック クラスの学習が設定されます。

ip access-list extended USER_DEFINED_TC
 permit tcp any any 500
 permit tcp any any range 700 750
 permit udp any eq 400 any
 permit ip any any dscp ef 
 exit
pfr master 
 learn 
 list seq 10 refname CUSTOM_APPLICATION_TC 
 traffic-class access-list USER_DEFINED_TC
 aggregation-type prefix-length 24 
 throughput 
 exit
 exit
pfr-map POLICY_CUSTOM_APP 10
 match learn list CUSTOM_APPLICATION_TC
 end

例：プレフィクス リストを使用した、プレフィクスベースのトラフィック クラスの手動選択

次の例は、マスター コントローラ上で設定されます。トラフィック クラスが、宛先プレフィクスだけ

に基づいて手動で選択されます。次のタスクは、トラフィック クラスに選択する宛先プレフィクスが

判明している場合に実行します。宛先プレフィクスを定義するために IP プレフィクス リストが作成さ

れ、PfR マップを使用してこのトラフィック クラスのプロファイリングが行われます。

ip prefix-list PREFIX_TC permit 10.1.1.0/24
ip prefix-list PREFIX_TC permit 10.1.2.0/24
ip prefix-list PREFIX_TC permit 172.16.1.0/24
pfr-map PREFIX_MAP 10 
 match traffic-class prefix-list PREFIX_TC

例：アクセス リストを使用したアプリケーション トラフィック クラスの手動選択

次の例は、マスター コントローラ上で設定されます。トラフィック クラスが、アクセス リストを使用

して手動で選択されます。アクセス リストの各エントリは、トラフィック クラスであり、宛先プレ

フィクスが必ず含まれています。他の省略可能なパラメータが含まれていることもあります。

ip access-list extended ACCESS_TC
 permit tcp any 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 500
 permit tcp any 172.17.1.0 0.0.255.255 eq 500
 permit tcp any 172.17.1.0 0.0.255.255 range 700 750 
 permit tcp 192.168.1.1 0.0.0.0 10.1.2.0 0.0.0.255 eq 800any any dscp ef 
 exit
pfr-map ACCESS_MAP 10 
 match traffic-class access-list ACCESS_TC
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測定フェーズのタスク：例

• 「例：アウトバウンド トラフィックの PfR リンク使用率の変更」（P.54）

• 「例：PfR 出口リンクの使用率範囲の変更」（P.54）

• 「例： 長一致ターゲット割り当ての TCP プローブ」（P.54）

• 「強制ターゲット割り当ての UDP プローブ：例」（P.55）

• 「例：高速フェールオーバー用 PfR 音声プローブの設定」（P.55）

• 「例：アクティブ プローブのソース アドレスの設定」（P.57）

例：アウトバウンド トラフィックの PfR リンク使用率の変更

次に、PfR 出口リンクの使用率のしきい値を変更する例を示します。この例では、出口使用率は 80% 
に設定されています。この出口リンクの使用率が 80% を超えると、PfR は、この出口リンクを使用し

ていたトラフィック クラスのために別の出口リンクを選択します。

Router(config)# pfr master 
Router(config-pfr-mc)# border 10.1.4.1
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 1/0 external
Router(config-pfr-mc-br-if)# max-xmit-utilization percentage 80
Router(config-pfr-mc-br-if)# end

例：PfR 出口リンクの使用率範囲の変更

次に、PfR 出口リンクの使用率範囲を変更する例を示します。この例では、すべての出口リンクの出口

使用率範囲が 10% に設定されています。PfR は、 大使用率の範囲を使用して、出口リンクがポリ

シーに準拠しているかどうかを判断します。PfR は、過剰使用されている、またはポリシー違反の出口

から、ポリシー準拠の出口にプレフィクスを移動することによって、すべての出口リンクでアウトバウ

ンド トラフィックを均等化します。

Router(config)# pfr master 
Router(config-pfr-mc)# max-range-utilization percentage 10
Router(config-pfr-mc)# end

例：最長一致ターゲット割り当ての TCP プローブ

次に、 長一致ターゲット割り当てを使用した TCP プローブを使用してアクティブ プローブを設定す

る例を示します。まず、ターゲット デバイスで IP SLA Responder をイネーブルにする必要がありま

す。このデバイスを PfR 用に設定する必要はありません。ボーダー ルータは、ターゲット デバイスと

して使用できます。2 番目の設定は、マスター コントローラ上で実行します。

ターゲット デバイス

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip sla monitor responder type tcpConnect port 49152
Router(config)# exit

マスター コントローラ

Router(config)# pfr master 
Router(config-pfr-mc)# mode monitor active
Router(config-pfr-mc)# active-probe tcp-conn 10.4.4.44 target-port 49152
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強制ターゲット割り当ての UDP プローブ：例

次に、プローブ頻度が 20 秒に設定されている、強制ターゲット割り当てを使用したアクティブ プロー

ブを設定する例を示します。この例では、ターゲット デバイスで IP SLA Responder をイネーブルにす

る必要があります。

ターゲット デバイス

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip sla monitor responder type udpEcho port 1001
Router(config)# exit

マスター コントローラ

Router(config)# pfr master 
Router(config-pfr-mc)# mode monitor active
Router(config-pfr-mc)# exit 
Router(config)# pfr-map FORCED_MAP 10 
Router(config-pfr-map)# match ip address access-list FORCED_LIST
Router(config-pfr-map)# set active-probe udp-echo 10.5.5.57 target-port 1001
Router(config-pfr-map)# set probe frequency 20
Router(config-pfr-map)# end 

例：高速フェールオーバー用 PfR 音声プローブの設定

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで開始し、高速フェールオーバーが設定されている

場合に迅速に新しい出口を作成する例を示します。

（注） 高速モニタリングは、継続的なプローブによって多くのオーバーヘッドが発生する、非常にアグレッシ

ブなモードです。高速モニタリングは、パフォーマンスに影響されやすいトラフィックだけに使用する

ことを推奨します。

初の出力は、3 台のボーダー ルータのマスター ルータでの設定を示します。ルート制御モードは、

イネーブルです。

Router# show run | sec pfr master

pfr master
 policy-rules MAP
 port 7777
 logging
 !
 border 10.3.3.3 key-chain key1
  interface Ethernet9/0 external
  interface Ethernet8/0 internal
 !
 border 10.3.3.4 key-chain key2
  interface Ethernet5/0 external
  interface Ethernet8/0 internal
 !
 border 10.4.4.2 key-chain key3
  interface Ethernet2/0 external
  interface Ethernet8/0 internal
 backoff 90 90
 mode route control
 resolve jitter priority 1 variance 10
 no resolve delay
!
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基本設定を確認し、ボーダー ルータのステータスを表示するには、show pfr master コマンドを実行し

ます。

Router# show pfr master

OER state: ENABLED and ACTIVE
  Conn Status: SUCCESS, PORT: 7777
  Version: 2.1
  Number of Border routers: 3
  Number of Exits: 3
  Number of monitored prefixes: 1 (max 5000)
  Max prefixes: total 5000 learn 2500
  Prefix count: total 1, learn 0, cfg 1
 
Border          Status   UP/DOWN             AuthFail  Version
10.4.4.2        ACTIVE   UP       17:00:32          0  2.1
10.3.3.4        ACTIVE   UP       17:00:35          0  2.1
10.3.3.3        ACTIVE   UP       17:00:38          0  2.1
 
Global Settings:
  max-range-utilization percent 20 recv 20
  mode route metric bgp local-pref 5000
  mode route metric static tag 5000
  trace probe delay 1000
  logging
 
Default Policy Settings:
  backoff 90 90 90
  delay relative 50
  holddown 90
  periodic 0
  probe frequency 56
  mode route control 
  mode monitor both
  mode select-exit good
  loss relative 10
  jitter threshold 20
  mos threshold 3.60 percent 30
  unreachable relative 50
  resolve jitter priority 1 variance 10
  resolve utilization priority 12 variance 20
 
Learn Settings:
  current state : DISABLED
  time remaining in current state : 0 seconds
  no throughput
  no delay
  no inside bgp
  no protocol
  monitor-period 5
  periodic-interval 120
  aggregation-type prefix-length 24
  prefixes 100
  expire after time 720

PfR マップを使用してアクティブ音声プローブ用に高速フェールオーバーが設定され、プローブ頻度が 
2 秒に設定されました。高速フェールオーバー モニタリング モードはイネーブルであり、監視対象音

声トラフィックは、IP プレフィクス リストを使用して 10.1.1.0/24 プレフィクスを指定することによっ

て識別されます。高速フェールオーバー モードで発生するオーバーヘッドを削減するために、アク

ティブ音声プローブが PfR の強制ターゲットに割り当てられます。

Router# show run | sec pfr-map
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pfr-map MAP 10
 match traffic-class prefix-list VOICE_FAIL_LIST
 set mode select-exit best
 set mode monitor fast
 set jitter threshold 12
 set active-probe jitter 120.120.120.1 target-port 20 codec g729a
 set probe frequency 2

次に示すのは、policy キーワードを使用してプレフィクスを指定したときの show pfr master prefix  
コマンドからの出力です。このコマンドでは、10.1.1.0/24 プレフィクスに設定されたポリシーが表示

されます。mode monitor は fast に設定されています。したがって、select-exit は自動的に best に設定

され、probe frequency を 2 に設定できます。

Router# show pfr master prefix 10.1.1.0/24 policy

* Overrides Default Policy Setting
pfr-map MAP 10
  sequence no. 8444249301975040, provider id 1, provider priority 30
    host priority 0, policy priority 10, Session id 0
  match ip prefix-lists: VOICE_FAIL_LIST
  backoff 90 90 90
  delay relative 50
  holddown 90
  periodic 0
 *probe frequency 2
  mode route control 
 *mode monitor fast
 *mode select-exit best
  loss relative 10
 *jitter threshold 12
  mos threshold 3.60 percent 30
  unreachable relative 50
  next-hop not set
  forwarding interface not set
  resolve jitter priority 1 variance 10
  resolve utilization priority 12 variance 20
 
  Forced Assigned Target List:
   active-probe jitter 10.120.120.1 target-port 20 codec g729a

このタスクに示されるようにマスター コントローラが高速フェールオーバー用に設定された後で、ト

ラフィック クラスがポリシー違反となった場合、次のロギング出力には、10.1.1.0/24 プレフィクスで

表されるトラフィック クラスが、PfR によって 3 秒以内に 10.3.3.4 インターフェイスの新しいボー

ダー ルータ出口を経由してルーティングされたことが示されます。ロギング出力から、トラフィック 
クラスは、ジッターしきい値を超えたためにポリシー違反状態になったと考えられます。

May  2 10:55:27.355: %OER_MC-5-NOTICE: Active ABS Jitter OOP Prefix 10.1.1.0/24,
jitter 15, BR 10.4.4.2, i/f Et2/0
May  2 10:55:27.367: %OER_MC-5-NOTICE: Route changed Prefix 10.1.1.0/24, BR 10.3.3.4,
i/f Et5/0, Reason Jitter, OOP Reason Jitter

例：アクティブ プローブのソース アドレスの設定

次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、FastEthernet 0/0 をアクティブ プロー

ブのソース インターフェイスとして設定する例を示します。

Router(config)# pfr border 
Router(config-pfr-br)# active-probe address source interface FastEthernet 0/0 
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ポリシー適用フェーズのタスク：例

• 「例：PfR ポリシーの設定および学習済みトラフィック クラスへの適用」（P.58）

• 「例：PfR ポリシーの設定および設定されたトラフィック クラスへの適用」（P.58）

• 「例：学習済みプレフィクスの PfR 適化の防止」（P.59）

• 「例：PfR マップ用ポリシー ルールの設定」（P.59）

• 「例：複数 PfR ポリシーの競合解決の設定」（P.59）

• 「例：出口リンクの ロード バランシング PfR ポリシーの設定」（P.60）

• 「例：PfR マップを使用したブラック ホール ルーティングの設定」（P.60）

• 「例：PfR マップを使用したシンクホール ルーティングの設定」（P.60）

例：PfR ポリシーの設定および学習済みトラフィック クラスへの適用

次に、学習済みトラフィック クラスを使用して多数のデフォルト ポリシー設定を上書きし、設定され

たポリシー設定またはデフォルトのポリシー設定のいずれかがそれぞれのしきい値を超えた場合に利用

可能な 良の出口にトラフィック クラスを移動するようにマスター コントローラを設定する例を示し

ます。

enable
configure terminal
pfr master
 backoff 200 2000 200
 delay threshold 2000
 holddown 400
 loss threshold 1500
 periodic 180
 unreachable threshold 1000
 mode select-exit best
 end

例：PfR ポリシーの設定および設定されたトラフィック クラスへの適用

次に、プレフィクス リストおよびアクセス リストによってフィルタリングされたトラフィック クラス

を使用し、デフォルトのポリシー設定の一部を上書きする例を示します。ポリシーは、音声トラフィッ

クを表す異なるトラフィック クラスに適用する 2 つの PfR マップを使用して設定します。マスター コ
ントローラは、設定されたポリシー設定またはデフォルトのポリシー設定のいずれかがそれぞれのしき

い値を超えた場合に 初のポリシー準拠リンクにトラフィック クラスを移動するように設定します。

enable
configure terminal
ip prefix-list CONFIG_TRAFFIC_CLASS seq 10 permit 10.1.5.0/24
ip access-list extended VOICE_TRAFFIC_CLASS
 permit udp any range 16384 32767 10.1.5.0 0.0.0.15 range 16384 32767 dscp ef
 exit
pfr-map CONFIG_MAP 10
 match ip address prefix-list CONFIG_TRAFFIC_CLASS
 set backoff 100 1000 100
 set delay threshold 1000
 set loss relative 25
 set periodic 360
 set unreachable relative 20
 exit
pfr-map VOICE_MAP 10
 match ip address access-list VOICE_TRAFFIC_CLASS
58
アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定



 

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定

  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定例
 set active-probe jitter 10.1.5.1 target-port 2000 codec g729a
 set probe-frequency 20
 set jitter threshold 30
 set mos threshold 4.0 percent 25
 set mode select-exit good
 end

例：学習済みプレフィクスの PfR 最適化の防止

次に、指定したプレフィクスが 適化されないように PfR を設定する例を示します。次の例では、IP 
プレフィクス リストは、 適化されない異なるプレフィクスに対する 2 つのエントリで作成されます。

PfR マップは、1 つのシーケンスの 2 つのエントリで設定されます。これによって、プレフィクスは学

習されますが、PfR は、プレフィクス リストで指定したプレフィクスを 適化しなくなります。PfR 
マップ エントリのシーケンス番号が逆方向になった場合、PfR はプレフィクスを学習し、プレフィク

スの 適化を試みます。

enable
configure terminal
ip prefix-list DENY_PREFIX deny 172.17.10.0/24
ip prefix-list DENY_PREFIX deny 172.19.10.0/24
pfr-map DENY_PREFIX_MAP 10
 match ip address prefix-list DENY_PREFIX
 exit
pfr-map DENY_PREFIX_MAP 20
 match pfr learn throughput
 end

例：PfR マップ用ポリシー ルールの設定

次に、policy-rules（PfR）コマンドを設定して、PfR マスター コントローラ モードで BLUE という名

前の PfR マップの設定を適用する例を示します。

enable
configure terminal
pfr-map BLUE 10 
 match pfr learn delay 
 set loss relative 90
 exit 
pfr master 
 policy-rules BLUE 
 exit 

例：複数 PfR ポリシーの競合解決の設定

次に、遅延を 高プライオリティに設定し、損失、使用率の順にプライオリティを設定する PfR 解決

ポリシーを設定する例を示します。遅延ポリシーは、20% の分散を許可するように設定され、損失ポ

リシーは、30% の分散を許可するように設定されます。使用率ポリシーは、10% の分散を許可するよ

うに設定されます。

enable
configure terminal
pfr master
 resolve delay priority 1 variance 20 
 resolve loss priority 2 variance 30 
 resolve utilization priority 3 variance 10
 end 
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定例
例：出口リンクの ロード バランシング PfR ポリシーの設定

次に、ボーダー ルータの出口リンク上のトラフィック クラス フローに PfR ロード バランシング ポリ

シーを設定する例を示します。この例のタスクは、マスター コントローラ上で実行され、出口リンク

の使用率範囲、出口リンクの使用率しきい値、使用率および範囲ポリシーに設定されるポリシー プラ

イオリティが設定されます。パフォーマンス ポリシー、遅延および損失は、ディセーブルです。PfR 
は、使用率および範囲のしきい値の両方を使用して、出口リンク上のトラフィック フローのロード バ
ランシングを行います。

enable
configure terminal
pfr master
 max-range-utilization percentage 25
 mode select-exit best
 resolve range priority 1
 resolve utilization priority 2 variance 15
 no resolve delay
 no resolve loss 
 border 10.1.4.1
 interface Ethernet 1/0 external
 max-xmit-utilization absolute 10000
 exit
 exit
 border 10.1.2.1
 interface Ethernet 1/0 external
 max-xmit-utilization absolute 10000
 end 

例：PfR マップを使用したブラック ホール ルーティングの設定

次に、PREFIX_BLACK_HOLE という名前の IP プレフィクス リストで定義されたトラフィックに一

致する、BLACK_HOLE_MAP という名前の PfR マップを作成する例を示します。PfR マップは、ヌ

ル インターフェイスに転送されるパケット、つまり、「ブラック ホール」に廃棄されるパケットをフィ

ルタリングします。IP プレフィクスが、ネットワーク上の攻撃のソースとして識別されると、プレ

フィクス リストが設定されます。

enable
configure terminal
ip prefix-list PREFIX_BLACK_HOLE seq 10 permit 10.1.5.0/24
pfr-map BLACK_HOLE_MAP 10
 match ip address prefix-list PREFIX_BLACK_HOLE
 set interface null0
 end 

例：PfR マップを使用したシンクホール ルーティングの設定

次に、PREFIX_SINK_HOLE という名前の IP プレフィクス リストで定義されたトラフィックに一致

する、SINK_HOLE_MAP という名前の PfR マップを作成する例を示します。PfR マップは、ネクス

ト ホップに転送されるパケットをフィルタリングします。ネクスト ホップは、パケットの保存、分析、

または廃棄を実行できるルータです（シンクホール アナロジー）。IP プレフィクスがネットワーク上の

攻撃のソースとして識別されると、プレフィクス リストが設定されます。

enable
configure terminal
ip prefix-list PREFIX_SINK_HOLE seq 10 permit 10.1.5.0/24
pfr-map SINK_HOLE_MAP 10
 match ip address prefix-list PREFIX_SINK_HOLE
 set next-hop 10.1.1.3
 end
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定例
施行フェーズのタスク：例

• 「例：挿入された PfR スタティック ルートのタグ値の設定」（P.61）

• 「例：PfR 制御 BGP ルートの BGP ローカル プリファレンス値の設定」（P.61）

• 「例：アプリケーション トラフィックの制御」（P.61）

例：挿入された PfR スタティック ルートのタグ値の設定 
次に、挿入されたスタティック ルートにタグ値を設定し、ルートが一意に識別されるようにする例を

示します。スタティック ルートは、トラフィック クラスによって定義されるトラフィックがポリシー

違反になったときに、そのトラフィックを制御するために PfR によって挿入されることがあります。

デフォルトでは、PfR は挿入されたスタティック ルートに 5000 のタグ値を使用します。次のタスクで

は、PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードで mode（PfR）コマンドにより PfR 
ルート制御モードがグローバルに設定され、挿入されるスタティック ルートは 15000 の値でタグ付け

されます。

Router(config)# pfr master 
Router(config-pfr-mc)# mode route control 
Router(config-pfr-mc)# mode route metric static tag 15000
Router(config-pfr-mc)# end 

例：PfR 制御 BGP ルートの BGP ローカル プリファレンス値の設定

次に、BGP ローカル プリファレンス属性値を設定する例を示します。PfR は、BGP Local_Pref 値を使

用して、強制出口リンクの選択方法として内部 BGP（iBGP）ネイバー上での BGP 良パス選択に影

響を及ぼします。デフォルトでは、PfR は 5000 の Local_Pref 値を使用します。次のタスクでは、プレ

フィクス リストに一致するトラフィックのルート制御はイネーブルであり、60000 の BGP ローカル プ
リファレンス値が設定されています。

Router(config)# pfr-map BLUE 10 
Router(config-pfr-map)# match ip address prefix-list BLUE
Router(config-pfr-map)# set mode route control 
Router(config-pfr-map)# set mode route metric bgp local-pref 60000
Router(config-pfr-map)# end 

例：アプリケーション トラフィックの制御

次に、ポリシーベース ルーティング（PBR）を使用して、指定したアプリケーション トラフィック ク
ラスを PfR で制御できるようにする例を示します。Telnet トラフィックなどのアプリケーション トラ

フィックは、遅延に影響されやすいトラフィックです。TCP 遅延が長いと、Telnet セッションの使用

が困難になることがあります。この例は、マスター コントローラ上で設定されます。192.168.1.0/24 
ネットワークをソースとする Telnet トラフィックに一致させ、ポリシーを適用して、この Telnet トラ

フィックが 30 ミリ秒以下の応答時間で出口リンクを経由して送信されるようにします。

Router(config)# ip access-list extended TELNET 
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq telnet 
Router(config-ext-nacl)# exit 
Router(config)# pfr-map SENSITIVE
Router(config-route-map)# match ip address access-list TELNET 
Router(config-route-map)# set mode route control
Router(config-route-map)# set delay threshold 30 
Router(config-route-map)# set resolve delay priority 1 variance 20 
Router(config-route-map)# end 
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  次の作業
次に、ポート 23（Telnet）に基づいてフィルタリングされた TCP アプリケーション トラフィックの例

を示します。

Router# show pfr master appl tcp 23 23 dst policy 
Prefix              Appl Prot       Port                 Port Type       Policy         
--------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.0/24        tcp             [23, 23] src  10

確認フェーズのタスク：例

• 「例：PfR ルート制御変更の手動確認」（P.62）

例：PfR ルート制御変更の手動確認

次に、PfR 施行フェーズで実行されたトラフィック制御が実際にトラフィック フローを変更し、OOP 
イベントをポリシー準拠に変更したことを手動で確認する例を示します。マスター コントローラで 
show logging コマンドを使用すると、システム ロギング（syslog）の状態および標準的なシステム ロ
ギング バッファの内容を表示されます。省略可能な区切り文字を使用すると、特定のプレフィクスの 
PfR メッセージ付きでロギング バッファを表示できます。show pfr master prefix コマンドでは、監視

対象プレフィクスのステータスが表示されます。ボーダー ルータで show pfr border routes コマンド

を使用すると、ボーダー ルータ上の PfR 制御による BGP またはスタティック ルートに関する情報が

表示されます。これらのコマンドの出力例については、「PfR ルート強制変更の手動確認」（P.50）を参

照してください。

マスター コントローラ

Router# show logging | i 10.1.1.0
Router# show pfr master prefix 10.1.1.0
Router# end

ボーダー ルータ

Router# show pfr border routes static
Router# show pfr border routes bgp
Router# end

次の作業
概念の詳細については、「Understanding Performance Routing」モジュールを参照してください。詳

細、設定タスクおよび例については、「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」の個々の機

能を参照してください。

他のパフォーマンス ルーティング機能の詳細または一般的な概念に関する資料については、「関連資

料」（P.63）に記載の資料を参照してください。
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  参考資料
参考資料

関連資料

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール 

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報
アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能
情報

表 1 に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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 1 アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報

機能名 リリース 機能情報

Optimized Edge Routing（OER） 12.3(8)T
12.2(33)SRB

OER が導入されました。パフォーマンス ルーティングは 
OER の拡張機能です。

ポリシー ルール設定に対する OER のサポート 12.3(11)T
12.2(33)SRB

ポリシー ルール設定に対する OER サポート機能に、PfR 
マスター コントローラ コンフィギュレーション モードで 
PfR マップを選択し設定を適用できる機能が導入されまし

た。定義済みの PfR マップ間での切り替えを容易に実行で

きます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「PfR マップ用ポリシー ルールの設定」（P.40）

• 「例：PfR マップ用ポリシー ルールの設定」（P.59）

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。policy-rules（PfR）。

expire after コマンド1 12.3(14)T
12.2(33)SRB

expire after（PfR）コマンドは、学習済みプレフィクスの

有効期間の設定に使用します。デフォルトでは、マスター 
コントローラは、中央ポリシー データベースから非アク

ティブなプレフィクスを削除します。これは、メモリが必

要とされるためです。このコマンドを使用すると、制限に

基づいて時間またはセッションを設定することによって、

この動作を改良できます。時間ベースの制限は、分単位で

設定します。セッション ベースの制限は、監視期間数（ま

たはセッション数）に対して設定します。
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報
OER アクティブ プローブ ソース アドレス 12.4(2)T
12.2(33)SRB

OER アクティブ プローブ ソース アドレス機能では、ボー

ダー ルータ上の特定の出口インターフェイスをアクティブ 
プローブのソースとして設定できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「アクティブ プローブのソース アドレスの設定」

（P.32）

• 「例：アクティブ プローブのソース アドレスの設定」

（P.57）

active-probe address source（PfR）コマンドが、この機

能によって導入されました。

OER アプリケーション アウェア ルーティン

グ：PBR 
12.4(2)T
12.2(33)SRB

OER アプリケーション アウェア ルーティング：PBR 機能

によって、監視対象プレフィクスによって伝送されるアプ

リケーションのタイプに基づいて IP トラフィックを 適化

できるようになっています。トラフィックのサブセット

（アプリケーション）には、個別のポリシー設定が適用さ

れます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「アプリケーション トラフィックの制御」（P.47）

• 「例：アプリケーション トラフィックの制御」（P.61）

この機能により、次の機能が導入または変更されました。

debug pfr border pbr、debug pfr master prefix、match 
ip address（PfR）、show pfr master active-probes、およ

び show pfr master appl。

表 1 アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報（続き）

機能名 リリース 機能情報
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  アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報
OER DSCP モニタリング 12.4(9)T
12.2(33)SRB

OER DSCP モニタリングに、プロトコル、ポート番号、お

よび DSCP 値に基づいたトラフィック クラスの自動学習が

導入されました。トラフィック クラスは、プロトコル、

ポート番号、および DSCP 値で構成され、不要なトラ

フィックをフィルタリングでき、関心のあるトラフィック

を集約できる、キーの組み合わせによって定義できます。

レイヤ 3 プレフィクス情報に加えて、プロトコル、ポート

番号、および DSCP 情報などのレイヤ 4 情報もマスター コ
ントローラ データベースに送信されるようになりました。

この新しい機能により、PfR によるアプリケーション トラ

フィックのアクティブ モニタリングおよびパッシブ モニ

タリングの両方が可能になりました。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「アクセス リストを使用して自動的に学習されたアプ

リケーション トラフィック クラスの学習リストの定

義」（P.7）

• 「プレフィクス リストを使用した、プレフィクスベー

スのトラフィック クラスの手動選択」（P.11）

• 「PfR ポリシーの設定および学習済みトラフィック ク
ラスへの適用」（P.33）

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。show pfr border passive applications、show pfr 
border passive cache、show pfr border passive learn、
show pfr master appl、traffic-class aggregation（PfR）、

traffic-class filter（PfR）、および traffic-class keys
（PfR）。

表 1 アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報（続き）

機能名 リリース 機能情報
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パフォーマンス ルーティング - リンク グルー

プ

12.4(15)T パフォーマンス ルーティング - リンク グループ機能によっ

て、出口リンクのグループを優先リンク セットとして、ま

たは PfR 用フォールバック リンク セットとして定義し、

PfR ポリシーで指定されたトラフィック クラスを 適化す

る際に使用できるようになっています。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。link-group（PfR）、set link-group（PfR）、および 
show pfr master link-group。

高速フェールオーバー モニタリングのサポー

ト2 
12.4(15)T 高速フェールオーバー モニタリングに、高速モニタリング 

モードを設定できる機能が導入されました。高速フェール

オーバー モニタリング モードでは、アクティブ モニタリ

ングとパッシブ モニタリングを使用して、すべての出口が

継続的にプローブされます。高速フェールオーバー モニタ

リング モードのプローブ頻度は、他のモニタリング モー

ドよりも低く設定できます。これにより、より迅速な

フェールオーバー機能が可能になります。高速フェール

オーバー モニタリングは、すべてのタイプのアクティブ 
プローブ（ICMP エコー、ジッター、TCP 接続、および 
UDP エコー）で使用できます。

この機能に関する詳細については、次の項を参照してくだ

さい。

• 「高速フェールオーバー用 PfR 音声プローブの設定」

（P.26）

• 「例：高速フェールオーバー用 PfR 音声プローブの設

定」（P.55）

この機能により、次のコマンドが変更されました。mode
（PfR）、set mode（PfR）。

1. これは、マイナーな機能拡張です。マイナーな機能拡張は、通常、Feature Navigator には表示されません。

2. これは、マイナーな機能拡張です。マイナーな機能拡張は、通常、Feature Navigator には表示されません。

表 1 アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報（続き）

機能名 リリース 機能情報
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パフォーマンス ルーティングのアプリケー
ション インターフェイス

パフォーマンス ルーティング：アプリケーション インターフェイス機能は、Performance Routing
（PfR; パフォーマンス ルーティング）アプリケーション インターフェイスに対応するようになりまし

た。アプリケーション インターフェイスは、アプリケーションに関連するトラフィックを 適化する

ためにアプリケーションとネットワークの間の通信とメッセージングのモードを定義します。アプリ

ケーションが PfR とのインターフェイスを確立するには、プロバイダーを PfR マスター コントローラ

に登録する必要があります。また、アプリケーション インターフェイスを使用して PfR と通信するア

プリケーションを実行しているプロバイダー ネットワーク内にあるホスト デバイスを、IP アドレスと

キー チェーン パスワードを使用して PfR マスター コントローラで設定する必要があります。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情

報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「パフォーマンス ルーティングのアプリ

ケーション インターフェイスの機能情報」（P.12）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インターフェイスについて」（P.2）

• 「パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インターフェイスの設定方法」（P.4）

• 「パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インターフェイスの設定例」（P.9）

• 「参考資料」（P.10）

• 「パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インターフェイスの機能情報」（P.12）

http://www.cisco.com/go/cfn
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パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インター
フェイスについて

• 「パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インターフェイス」（P.2）

• 「PfR アプリケーション インターフェイス プライオリティ」（P.2）

• 「PfR アプリケーション インターフェイスのレポート配布」（P.3）

パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インターフェイス

PfR アプリケーション インターフェイス機能は、アプリケーションに関連するトラフィックを 適化

するためにアプリケーションとネットワークの間の通信とメッセージングのモードを定義します。プロ

バイダーとは、PfR マスター コントローラが存在するものとしてルータの設定を行ったネットワーク

の外側にあるエンティティを指します（たとえば ISP や同じ会社内の支社など）。プロバイダーでは、

PfR マスター コントローラと通信を行うために PfR アプリケーション インターフェイスを使用するホ

スト デバイスが 1 つまたは複数使用されています。ホスト デバイス上のアプリケーションが PfR と通

信するには、プロバイダーを PfR マスター コントローラに登録する必要があります。また、PfR と通

信するアプリケーションを実行しているプロバイダー ネットワーク内にあるホスト デバイスを、IP ア
ドレスとキー チェーン パスワードを使用して PfR マスター コントローラで設定する必要があります。

登録後、プロバイダー ネットワーク内のホスト デバイスは、PfR マスター コントローラとのセッショ

ンを開始できます。プロバイダー アプリケーションが PfR マスター コントローラとのセッションを開

始するときに、セッション ID 番号がセッションに割り当てられます。セッションが確立されると、ア

プリケーションはトラフィック クラスのパフォーマンス番号を含むレポート要求を送信して、ポリ

シーをダイナミックに作成し、既存のトラフィック クラスに反映させたり新しいトラフィック クラス

の基準を指定したりすることができます。

シスコのパートナーは、このアプリケーション インターフェイスを使用してアプリケーションを開発

できます。パートナーによって開発されたアプリケーションには、たとえば Fluke Networks 社の PfR 
Manager があります。PfR Manager は、パフォーマンス ルーティング テクノロジー向けの完全な 
Graphical-User Interface（GUI）インターフェイスです。これを使用して、トラフィック クラスのパ

フォーマンスと PfR の動作に関する詳細なレポートを発行し、PfR トラフィック クラスとポリシーを

簡単に設定できます。PfR Manager の詳細については、http://www.flukenetworks.com/pfr にアクセス

してください。

PfR アプリケーション インターフェイスでは、 大 5 つの同時セッションが許可されています。ホス

ト アプリケーション デバイスと PfR マスター コントローラの間のセッションがアクティブであるかど

うかを確認するにはキープアライブが使用されます。セッションがドロップされている場合、このセッ

ション内で作成されたすべてのポリシーがドロップされます。アプリケーションによっては、一時的な

停止の場合セッションを保持する機能をネゴシエートする場合があります。

PfR アプリケーション インターフェイス プライオリティ

PfR アプリケーション インターフェイスには、プロバイダー、ホスト デバイス、およびポリシーから

の要求の競合の解決に役立つプライオリティ レベルが主に 3 つあります。表 1 に、3 つのプライオリ

ティ レベルのプライオリティ スコープ、マスター コントローラ上でのプライオリティ レベル設定の可

否、範囲とデフォルト値（該当する場合）について示します。

複数のプロバイダーが PfR に登録されている場合、オプションのプライオリティ値を指定して、PfR 
が複数のプロバイダーから受け取る要求の順序を設定できるようにします。プロバイダー ネットワー

ク内のホスト デバイスにもプライオリティを割り当てることができます。プライオリティ値を小さく

すると、プライオリティが高くなります。プライオリティを設定する場合は、各プロバイダーに異なる
2
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プライオリティ番号を割り当てる必要があります。同じプライオリティ番号を 2 つの異なるプロバイ

ダーに割り当てようとすると、エラー メッセージがコンソールに表示されます。プライオリティを設

定する場合は、ホスト デバイスにも異なるプライオリティ番号を設定する必要があります。プライオ

リティをプロバイダーまたはホスト デバイスに設定していない場合は、プライオリティは、 低のプ

ライオリティであるデフォルト値の 65535 に設定されます。

アプリケーションの管理者は、すべてのアプリケーションにプライオリティを割り当てます。このプラ

イオリティは、ポリシー プライオリティという名前でネットワークに伝送されます。アプリケーショ

ンのプライオリティ番号を小さくすると、アプリケーションのプライオリティは高くなります。ポリ

シーのプライオリティは、ポリシーのシーケンス番号を使用して処理されます。ポリシーのシーケンス

番号（表 2 を参照）は、バイト 1 および 2 にプロバイダーのプライオリティ、バイト 3 および 4 にホ

ストのプライオリティ、バイト 5 および 6 にポリシーのプライオリティ、バイト 7 および 8 にセッショ

ン ID を配置して算出される 64 ビットの番号です。ポリシーのシーケンス番号は、PfR マスター コン

トローラによって算出されます。ポリシーのシーケンス番号は、たとえば 18446744069421203465 で、

プロバイダーのプライオリティ値が 65535、ホストのプライオリティ値が 65535、ポリシーのプライオ

リティ値が 101、そしてセッション ID が 9 を表しています。

ポリシーのシーケンス番号を表示するには、show pfr master policy コマンドを使用します。シーケン

ス番号が小さいほど、ポリシーのプライオリティが高くなります。

アプリケーションが同じポリシーのプライオリティを使用して 2 つのポリシーを作成しようとする場

合、2 番目のポリシー作成は失敗します。

PfR アプリケーション インターフェイスのレポート配布

PfR アプリケーション インターフェイスを経由して通信するアプリケーションは、PfR のパフォーマ

ンス レポートを要求し、レポートの情報を使用して図や表を作成することができます。図 1 に、レ

ポート モデルの例を示します。この例では、トポロジにサイト内で PfR を使用する複数のサイトが含

まれています。各サイトには、マスター コントローラがありますが、この企業では、サイト間トラ

フィックのアクティビティ全般、音声およびビデオ トラフィック アクティビティ、およびデータ セン

表 1 アプリケーション インターフェイス プライオリティ レベルの表

プライオリティ名 スコープ

アプリケー

ション イン

ターフェイス 
メッセージで

必須

MC での設

定の可否 デフォルト値 範囲

プロバイダーのプ

ライオリティ

ネットワーク

全体

× ○ 65535 1 ～ 65535

ホストのプライオ

リティ

プロバイダー 
レベル

× ○ 65535 1 ～ 65535

ポリシー ホスト レベル ○ × 該当なし 1 ～ 65535

表 2 ポリシーのシーケンス番号の形式

ビット 0 ～ 7 ビット 8 ～ 15 ビット 16 ～ 23 ビット 24 ～ 31
プロバイダーのプライオリティ ホストのプライオリティ

ビット 32 ～ 39 ビット 40 ～ 48 ビット 49 ～ 56 ビット 57 ～ 64
ポリシーのプライオリティ セッション ID
3
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ター アクセス レポートなどの各サイトのアクティビティに関するレポートを確認したいと考えていま

す。PfR アプリケーション インターフェイスのソリューションは、中央の場所にあるレポート アプリ

ケーション（図 1 を参照）を使用して実装します。レポート アプリケーションは、各 PfR マスター コ
ントローラに登録され、アプリケーションは各マスター コントローラを使用してセッションを開始し、

トラフィック クラスのパフォーマンス情報を要求します。各サイトにあるマスター コントローラは、

アプリケーションに情報をエクスポートすることで情報を集約し、図や表を表示します。レポート ア
プリケーションの情報を 新にするために、レポートの要求を特定の間隔で行うことができます。

図 1 PfR アプリケーション インターフェイスのレポート モデル

各サイトでは、マスター コントローラがプロバイダーのアクティビティを監視できます。いくつかの 
Cisco IOS Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用して、アプリ

ケーションが作成したダイナミック ポリシーに関する詳細情報などのプロバイダー情報を表示できま

す。レポートはまた、1 つのサイト向けにも実装できます。

つまり、PfR アプリケーション インターフェイスは、ネットワークがアプリケーションを認識するた

めの自動化メソッドであり、アプリケーション アウェア パフォーマンス ルーティングを可能にしま

す。

パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インター
フェイスの設定方法

• 「アプリケーション インターフェイス プロバイダーの登録およびホスト デバイスの設定」（P.5）

• 「アプリケーション インターフェイス プロバイダーのアクティビティに関する情報の表示」（P.6）

MCMC

BR

BR

23
12

19

MC

BR

BR

MC
4



 

パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インターフェイス

  パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インターフェイスの設定方法
アプリケーション インターフェイス プロバイダーの登録およびホスト デバ
イスの設定

マスター コントローラでこのタスクを実行して、アプリケーション インターフェイス プロバイダーを

マスター コントローラに登録し、ホスト デバイスを設定します。PfR アプリケーション インターフェ

イス機能は、アプリケーションに関連するトラフィックを 適化するためにアプリケーションとネット

ワークの間の通信とメッセージングのモードを定義します。アプリケーションが PfR とのインター

フェイスを確立するには、プロバイダーを PfR マスター コントローラに登録する必要があります。

複数のプロバイダーを登録して、各プロバイダーに複数のホスト デバイスを設定できますが、1 つのホ

スト デバイスを複数のプロバイダーに設定できません。PfR アプリケーション インターフェイスでは、

大 5 つの同時セッションが使用できます。このタスクを使用してプロバイダーを登録すると、ホスト 
デバイスで実行されるアプリケーションは、マスター コントローラとのセッションを開始できます。

プロバイダーの情報およびアプリケーションが PfR アプリケーション インターフェイスを使用して作

成したデフォルト ポリシー（存在する場合）の情報を表示するには、「アプリケーション インターフェ

イス プロバイダーのアクティビティに関する情報の表示」（P.6）を参照してください。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal

3. pfr master

4. api provider provider-id [priority value]

5. host-address ip-address [key-chain key-chain-name] [priority value]

6. 必要に応じて、ホスト デバイスをさらに設定するためにステップ 5 を繰り返します。

7. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ルータをマスター コントローラ

として設定します。

• マスター コントローラおよびボーダー ルータの

プロセスを同じルータ上でイネーブルにできます

（別個のサービス プロバイダーに 2 つの出口リン

クを持つ 1 つのルータを含むネットワーク内な

ど）。
5
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トラブルシューティングのヒント

プロバイダーの登録またはホスト デバイスの設定に関する問題をトラブルシューティングするには、

debug pfr api コマンドをマスター コントローラで使用します。detailed キーワードは、運用中のネッ

トワークで慎重に使用してください。

アプリケーション インターフェイス プロバイダーのアクティビティに関す
る情報の表示

プロバイダーの情報およびアプリケーションが PfR アプリケーション インターフェイスを使用して作

成したデフォルト ポリシー（存在する場合）の情報を表示するには、マスター コントローラでこのタ

スクを実行します。このタスクを使用できるのは、「アプリケーション インターフェイス プロバイダー

ステップ 4 api provider provider-id [priority value]

例：
Router(config-pfr-mc)# api provider 1 priority 
3000

PfR マスター コントローラにプロバイダーを登録し

て、PfR マスター コントローラ アプリケーション イ
ンターフェイス プロバイダー コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。

• priority キーワードを使用して、このプロバイ

ダーに複数のプロバイダーが存在する場合のプラ

イオリティを割り当てます。数値が小さいほど、

プライオリティが高くなります。デフォルトのプ

ライオリティは、 低のプライオリティである 
65535 です。

• この例では、プロバイダーの ID を 1、プライオ

リティを 3000 に割り当てます。

ステップ 5 host-address ip-address [key-chain 
key-chain-name] [priority value]

例：
Router(config-pfr-mc-api-provider)# 
host-address 10.1.2.2 key-chain PFR_HOST1

プロバイダーが PfR マスター コントローラとの通信

に使用するホスト デバイスに関する情報を設定しま

す。

• priority キーワードを使用して、複数のホスト デ
バイスがある場合のこのホスト デバイスのプライ

オリティを割り当てます。数値が小さいほど、プ

ライオリティが高くなります。デフォルトのプラ

イオリティは、 低のプライオリティである 
65535 です。

• この例では、ホスト IP アドレスを 10.1.2.2 に設

定し、キー チェーン パスワードを PFR_HOST1 
に設定し、プライオリティが設定されていないた

めデフォルト値の 65535 に設定します。

ステップ 6 必要に応じて、ホスト デバイスをさらに設定するた

めにステップ 5 を繰り返します。

―

ステップ 7 end 

例：
Router(config-router)# end 

PfR マスター コントローラ アプリケーション イン

ターフェイス プロバイダー 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。

コマンドまたはアクション 目的
6
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の登録およびホスト デバイスの設定」（P.5） を参照して PfR マスター コントローラにプロバイダーを

登録し、ホスト デバイス上のアプリケーションがセッションを開始した後です。show コマンドは、任

意の順番で入力できます。

前提条件

「アプリケーション インターフェイス プロバイダーの登録およびホスト デバイスの設定」（P.5）のタス

クを実行して、PfR アプリケーション インターフェイスを使用してホスト デバイスからアプリケー

ションを実行します。

手順の概要

1. enable

2. show pfr api provider [detail]

3. show pfr master policy [sequence-number | policy-name | default | dynamic]

4. show pfr master prefix [detail | inside [detail] | learned [delay | inside | throughput] | prefix 
[detail | policy | report | traceroute [exit-id | border-address | current] [now]]] 

手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2 show pfr api provider [detail] 

このコマンドを使用すると、設定されている各プロバイダーの ID、プロバイダーおよびホスト（設定

されている場合）のプライオリティ、および設定されている各ホスト デバイスの IP アドレスなどのプ

ロバイダーおよびホストの情報が表示されます。

Router# show pfr api provider detail

API Version: Major 2, Minor 0
  Provider id 1001, priority 65535
   Host ip 10.3.3.3, priority 65535
    Session id 9, Version Major 2, Minor 0
    Num pfx created 2, Num policies created 2
    Last active connection time (sec) 00:00:01
    Policy ids : 101, 102,
   Host ip 10.3.3.4, priority 65535
    Session id 10, Version Major 2, Minor 0
    Num pfx created 1, Num policies created 1
    Last active connection time (sec) 00:00:03
    Policy ids : 103,
  Provider id 2001, priority 65535
   Host ip 172.19.198.57, priority 65535
    Session id 11, Version Major 2, Minor 0
    Num pfx created 0, Num policies created 0
    All Prefix report enabled
    All exit report enabled

ステップ 3 show pfr master policy [sequence-number | policy-name | default | dynamic]
7
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このコマンドを使用すると、ポリシー情報が表示されます。次の例では、dynamic キーワードを使用

して、プロバイダー アプリケーションがダイナミックに作成したポリシーを表示します。 初の 2 つ
のダイナミック ポリシーは、10.3.3.3 にある同じ ホスト デバイスによって同じセッション ID の 9 で
生成されていますが、3 番目のセクションは 10.3.3.4 にある異なるホスト デバイス用です。

Router# show pfr master policy dynamic

Dynamic Policies:
 
  proxy id 10.3.3.3
  sequence no. 18446744069421203465, provider id 1001, provider priority 65535
    host priority 65535, policy priority 101, Session id 9
  backoff 90 90 90
  delay relative 50
  holddown 90
  periodic 0
  probe frequency 56
  mode route control 
  mode monitor both
  mode select-exit good
  loss relative 10
  jitter threshold 20
  mos threshold 3.60 percent 30
  unreachable relative 50
  next-hop not set
  forwarding interface not set
  resolve delay priority 11 variance 20
  resolve utilization priority 12 variance 20

  proxy id 10.3.3.3
  sequence no. 18446744069421269001, provider id 1001, provider priority 65535
    host priority 65535, policy priority 102, Session id 9
  backoff 90 90 90
  delay relative 50
  holddown 90
  periodic 0
  probe frequency 56
  mode route control 
  mode monitor both
  mode select-exit good
  loss relative 10
  jitter threshold 20
  mos threshold 3.60 percent 30
  unreachable relative 50
  next-hop not set
  forwarding interface not set
  resolve delay priority 11 variance 20
  resolve utilization priority 12 variance 20

  proxy id 10.3.3.4
  sequence no. 18446744069421334538, provider id 1001, provider priority 65535
    host priority 65535, policy priority 103, Session id 10
  backoff 90 90 90
  delay relative 50
  holddown 90
  periodic 0
  probe frequency 56
  mode route control 
  mode monitor both
  mode select-exit good
  loss relative 10
  jitter threshold 20
  mos threshold 3.60 percent 30
8
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  unreachable relative 50
  next-hop not set
  forwarding interface not set
  resolve delay priority 11 variance 20
  resolve utilization priority 12 variance 20

ステップ 4 show pfr master prefix [detail | inside [detail] | learned [delay | inside | throughput] | prefix [detail | 
policy | report | traceroute [exit-id | border-address | current] [now]]] 

このコマンドは、監視対象プレフィクスの状態を表示するために使用します。次に、report キーワー

ドを使用して、10.1.1.0 プレフィクスのプロバイダー レポート要求に関する情報を含むプレフィクス

統計情報を表示する例を示します。

Router# show pfr master prefix 10.1.1.0/24 report

Prefix Performance Report Request
   Created by: Provider 1001, Host 10.3.3.3, Session 9
   Last report sent 3 minutes ago, context 589855, frequency 4 min
 
Prefix Performance Report Request
   Created by: Provider 1001, Host 10.3.3.4, Session 10
   Last report sent 1 minutes ago, context 655372, frequency 3 min
 
OER Prefix Statistics:
 Pas - Passive, Act - Active, S - Short term, L - Long term, Dly - Delay (ms),
 P - Percentage below threshold, Jit - Jitter (ms), 
 MOS - Mean Opinion Score
 Los - Packet Loss (packets-per-million), Un - Unreachable (flows-per-million),
 E - Egress, I - Ingress, Bw - Bandwidth (kbps), N - Not applicable
 U - unknown, * - uncontrolled, + - control more specific, @ - active probe all
 # - Prefix monitor mode is Special, & - Blackholed Prefix
 % - Force Next-Hop, ^ - Prefix is denied
 
Prefix                  State     Time Curr BR         CurrI/F         Protocol
                      PasSDly  PasLDly   PasSUn   PasLUn  PasSLos  PasLLos
                      ActSDly  ActLDly   ActSUn   ActLUn      EBw      IBw
                      ActSJit  ActPMOS  ActSLos  ActLLos
--------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.0/24             INPOLICY        0 10.3.3.3        Et4/3           BGP     
                               N        N        N        N        N        N
                             138      145        0        0        N        N
                               N        N

パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インター
フェイスの設定例

• 「例：アプリケーション インターフェイス プロバイダーの登録およびホスト デバイスの設定」

（P.10）
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例：アプリケーション インターフェイス プロバイダーの登録およびホスト 
デバイスの設定

次に、マスター コントローラにプロバイダーを登録する設定例を示します。この例では、複数のプロ

バイダーが設定されるため、各プロバイダーにプライオリティが設定されます。プロバイダー 1 に設定

されているホスト デバイスにはプライオリティが設定されていないため、デフォルトのプライオリ

ティ値である 65535 が割り当てられており、このホスト デバイスのプライオリティはプロバイダー 2 
に設定されている両方のホスト デバイスより低くなります。プロバイダーの登録後、ホスト デバイス

のアプリケーションがセッションを開始すると、一部の show コマンドをマスター コントローラで入力

して、プロバイダーのアクティビティを追跡できます。

Router(config)# pfr master
Router(config-pfr-mc)# api provider 1 priority 3000
Router(config-pfr-mc-api-provider)# host-address 10.1.2.2 key-chain PFR_HOST
Router(config-pfr-mc-api-provider)# exit
Router(config-pfr-mc)# api provider 2 priority 4000
Router(config-pfr-mc-api-provider)# host-address 10.2.2.2 key-chain PFR_HOST
priority 3000
Router(config-pfr-mc-api-provider)# host-address 10.2.2.3 key-chain PFR_HOST
priority 4000
Router(config-pfr-mc-api-provider)# end
!
Router# show pfr api provider detail
Router# show pfr master policy dynamic
Router# show pfr master prefix 10.1.1.0/24 report

参考資料

関連資料

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インター
フェイスの機能情報

表 3 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 3 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 3 パフォーマンス ルーティングのアプリケーション インターフェイスの機能情報

機能名 リリース 機能情報

パフォーマンス ルーティング：アプリケー

ション インターフェイス

12.4(15)T パフォーマンス ルーティング：アプリケーション イン

ターフェイス機能は、PfR アプリケーション インターフェ

イスに対応しています。アプリケーション インターフェイ

スは、アプリケーションに関連するトラフィックを 適化

するためにアプリケーションとネットワークの間の通信と

メッセージングのモードを定義します。アプリケーション

が PfR とのインターフェイスを確立するには、プロバイ

ダーを PfR マスター コントローラに登録する必要がありま

す。また、アプリケーション インターフェイスを使用して 
PfR と通信するアプリケーションを実行しているプロバイ

ダー ネットワーク内にあるホスト デバイスを、IP アドレ

スとキー チェーン パスワードを使用して PfR マスター コ
ントローラで設定する必要があります。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。api provider（PfR）、debug pfr api、host-address
（PfR）、show pfr api provider、show pfr master policy、
および show pfr master prefix
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パフォーマンス ルーティングを使用した BGP 
インバウンド最適化

PfR BGP インバウンド 適化機能は、自律システム内部プレフィクス宛ての自律システム外部のプレ

フィクスから送信されたトラフィックに対する 適な入口選択をサポートするようになりました。自律

システムからインターネット サービス プロバイダー（ISP）への外部 EGP（eBGP）アドバタイズメン

トにより、ネットワークに入るトラフィックの入口パスが影響を受けることがあります。PfR では、

eBGP アドバタイズメントを使用して 適な入口選択を行います。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情

報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「パフォーマンス ルーティングを使用し

た BGP インバウンド 適化に関する機能情報」（P.23）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド 適化の概要」（P.2）

• 「パフォーマンス ルーティングを使用して BGP インバウンド 適化の設定方法」（P.5）

• 「パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド 適化の設定例」（P.19）

• 「参考資料」（P.21）

• 「パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド 適化に関する機能情報」（P.23）

http://www.cisco.com/go/cfn
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パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド
最適化の概要

• 「BGP インバウンド 適化」（P.2）

• 「PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの学習」（P.2）

• 「PfR リンク使用率の測定」（P.3）

• 「PfR リンク ポリシー」（P.4）

• 「PfR 入口リンク選択の制御テクニック」（P.5）

• 「内部プレフィクスに対する PfR マップ操作」（P.5）

BGP インバウンド最適化

PfR BGP インバウンド 適化機能により、内部プレフィクスがサポートされるようになりました。

BGP を使用すると、PfR は内部プレフィクスを選択し、自律システム外のプレフィクスから自律シス

テム内のプレフィクス宛に送信されるトラフィックに対する 良入口選択をサポートできます。企業

ネットワークは、インターネット サービス プロバイダー（ISP）を使用してインターネットで内部プレ

フィクスをアドバタイズし、ISP から外部プレフィクスのアドバタイズメントを受け取ります。

BGP インバウンド 適化を使用すると、内部プレフィクスを手動で設定したり、内部プレフィクスを

自動的に学習したりできます。その結果得られたプレフィクスは、リンク使用率しきい値やリンク使用

率範囲テクニックを使用して監視できます。トラフィックの負荷や範囲パフォーマンスの特性を定義す

るリンク ポリシーは PfR 管理の入口リンクに対して適用できます。BGP インバウンド 適化は、

eBGP アドバタイズメントを操作して内部プレフィクス宛てのトラフィックに対する 適な入口選択に

影響を与えることによってインバウンド トラフィックに影響を与えることができます。

（注） PfR は内部プレフィクスを学習できますが、BGP Routing Information Base（RIB; ルーティング情報

ベース）に完全に一致するものがない限り PfR は内部プレフィクスを制御しません。これは、PfR は
新しいプレフィクスをインターネットにアドバタイズしないためです。

PfR を使用したプレフィクス トラフィック クラスの学習

NetFlow Top Talker 機能を使用して、 大のアウトバウンド スループットまたは 大の遅延時間に基

づいてプレフィクスを自動的に学習するように PfR マスター コントローラを設定できます。スルー

プットの学習では、 大のアウトバウンド トラフィック ボリュームを生成するプレフィクスを判定し

ます。スループット プレフィクスは高い順にソートされます。遅延学習では、Round-Trip response 
Time（RTT; ラウンドトリップ応答時間）が 大のプレフィクスを判定し、これらのプレフィクスの 
RTT を低減するために、 大遅延プレフィクスを 適化します。遅延プレフィクスは、遅延時間の長

い順にソートされます。

PfR は、次の 2 種類のプレフィクスを自動的に学習できます。

• 外部プレフィクス：外部プレフィクスは、社外で割り当てられたパブリック IP プレフィクスとし

て定義されています。外部プレフィクスは他のネットワークから受信します。

• 内部プレフィクス：内部プレフィクスは、社内で割り当てられたパブリック IP プレフィクスとし

て定義されています。内部プレフィクスは、企業ネットワーク内部で設定されたプレフィクスで

す。モニタリング期間中に学習可能な内部プレフィクスの 大数は 30 です。
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PfR BGP インバウンド 適化機能により、内部プレフィクスを学習できるようになりました。BGP を
使用すると、PfR は内部プレフィクスを選択し、自律システム外のプレフィクスから自律システム内の

プレフィクス宛に送信されるトラフィックに対する 良入口選択をサポートできます。企業ネットワー

クは、インターネット サービス プロバイダー（ISP）を使用してインターネットで内部プレフィクスを

アドバタイズし、ISP から外部プレフィクスのアドバタイズメントを受け取ります。

PfR リンク使用率の測定

リンク使用率のしきい値

ボーダー ルータに外部インターフェイスが設定されると、PfR は自動的に外部リンクの使用率を監視

します（外部リンクはボーダー ルータ上のインターフェイスで、通常は WAN にリンクしています）。

デフォルトでは、ボーダー ルータは 20 秒ごとにリンクの使用率をマスター コントローラにレポートし

ます。出力（送信済み）と入力（受信済み）の両方のトラフィック使用率の値がマスター コントロー

ラにレポートされます。出口または入口リンクの使用率がデフォルトしきい値である 75 % を超えてい

る場合、その出口または入口リンクは OOP 状態であり、PfR はトラフィック クラス用の代替リンクを

検出するためにモニタリング プロセスを開始します。リンク使用率のしきい値は、毎秒あたりのキロ

バイト数（kbps）で表す絶対値またはパーセンテージとして手動で設定できます。

リンク使用率範囲

また、PfR では、すべてのリンクに対する使用率の範囲を計算するよう設定することもできます。出力

（送信済み）と入力（受信済み）の両方のトラフィック使用率の値がマスター コントローラにレポート

されます。図 1 に、個別の ISP 経由でインターネットに接続する出口リンクを持つ 2 つのボーダー 
ルータを示します。マスター コントローラは、いずれのボーダー ルータのリンク、つまり図 1 の BR1 
または BR2 がトラフィック クラスによって使用されているかを判断します。

図 1 PfR ネットワーク図

PfR 範囲機能は、確実にトラフィックの負荷を分散するために、出口または入口リンクが相互に相対的

な使用率の範囲内に収まるよう動作します。範囲は割合で指定されます。この値はマスター コント

ローラ上で設定され、そのマスター コントローラで管理されているボーダー ルータ上のすべての出口

リンクまたは入口リンクに適用されます。たとえば、範囲が 25 % に指定され、BR1（図 1）の出口リ

ンクの使用率が 70 %のとき、BR2（図 1）の出口リンクの使用率が 40 % に低下すると、2 つの出口リ

ンク間のパーセンテージ範囲は 25 %を上回るので、PfR は BR1 の出口リンクを使用するために一部の

トラフィック クラスを移動して、トラフィックの負荷を均一にします。BR1（図 1）が入口リンクと

して設定されている場合は、使用率の値が送信済みトラフィックではなく受信済みトラフィックに関す

るものでない限り、出口リンクの場合と同じ方法でリンク使用率範囲が計算されます。
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PfR リンク ポリシー

PfR リンク ポリシーは PfR 管理の外部リンクに対して適用される一連のルールです（外部リンクは

ネットワーク エッジのボーダー ルータのインターフェイスです）。リンク ポリシーでは、目的とする

リンクのパフォーマンス特性を定義します。トラフィック クラス パフォーマンス ポリシーのように、

リンクを使用する個々のトラフィック クラス エントリのパフォーマンスを定義するのではなく、リン

ク ポリシーではリンク全体のパフォーマンスを定義します。

BGP インバウンド 適化機能は、選択された入口（入力）リンク ポリシーをサポートします。

リンク ポリシーで管理されるパフォーマンス特性は次のとおりです。

• トラフィック負荷（使用率）

• 範囲

• コスト：コスト ポリシーは BGP インバウンド 適化機能によってサポートされません。コスト ポ
リシーの詳細については、「Configuring Performance Routing Cost Policies」モジュールを参照し

てください。

トラフィック負荷

トラフィック負荷（使用率とも呼ばれます）ポリシーは、特定のリンクで伝送できるトラフィック量に

関する上限しきい値で構成されます。Cisco IOS PfR は、トラフィック クラスごとの負荷分散をサポー

トします。ボーダー ルータに外部インターフェイスが設定されると、ボーダー ルータはデフォルトに

より、20 秒ごとにリンク使用率をマスター コントローラに報告します。出口リンクおよび入口リンク

のトラフィック負荷しきい値は PfR ポリシーとして設定できます。出口または入口リンク使用率が、

設定されたしきい値またはデフォルトしきい値である 75 % を超えている場合、その出口または入口リ

ンクは OOP 状態であり、PfR はトラフィック クラス用の代替リンクを検出するためにモニタリング プ
ロセスを開始します。リンク使用率のしきい値は、毎秒あたりのキロバイト数（kbps）で表す絶対値

またはパーセンテージとして手動で設定できます。各インターフェイスの負荷使用率ポリシーは、マス

ター コントローラでボーダー ルータを設定する際に設定します。

ヒント 負荷分散を設定する場合は、load-interval インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用

して、外部インターフェイスでのインターフェイス負荷計算の間隔を 30 秒に設定することを推奨しま

す。デフォルトの計算間隔は 300 秒です。負荷計算は、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードのボーダー ルータで設定します。この設定は必須ではありませんが、Cisco IOS PfR ができる限

り迅速に負荷分散に対応できるよう、これを設定しておくことを推奨します。

範囲

範囲ポリシーは、確実にトラフィックの負荷が分散されるよう、すべてのリンクを相互に相対的な一定

の使用率の範囲内で維持するために定義します。たとえば、ネットワークに複数の出口リンクがあり、

いずれかのリンクを優先する財務上の理由がない場合、 善の選択はすべてのリンクに負荷を均一に分

散することです。従来のルーティング プロトコルによる負荷共有では、必ずしも均一に負荷が分散さ

れるわけではありません。なぜなら、負荷共有はフローベースであり、パフォーマンスまたはポリシー 
ベースではないからです。Cisco IOS PfR の範囲機能を使用すると、リンク セットのトラフィック使用

率がお互いの特定の割合範囲内に収まるよう PfR を設定できます。リンク間の差異が大きくなりすぎ

ると、PfR は使用可能なリンク間にトラフィック クラスを分散し、リンクをポリシー準拠状態に戻そ

うとします。デフォルトでは、マスター コントローラは PfR が管理するすべてのリンクに対して 大

範囲使用率を 20 % に設定しますが、使用率の範囲は 大割合値を使用して設定できます。出口リンク

および入口リンクの使用率範囲は PfR ポリシーとして設定できます。
4
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  パフォーマンス ルーティングを使用して BGP インバウンド最適化の設定方法
PfR 入口リンク選択の制御テクニック

PfR BGP インバウンド 適化機能に、インバウンド トラフィックを操作する機能が追加されました。

ネットワークは ISP への eBGP アドバタイズメントを使用して、内部プレフィクスの到達可能性をイ

ンターネットにアドバタイズします。同じプレフィクスが複数の ISP にアドバタイズされると、その

ネットワークはマルチホーム状態になります。PfR BGP インバウンド 適化は、マルチホームのネッ

トワークで も効果的に機能します。ただしこの 適化は、同じ ISP に対して複数の接続を持つネット

ワークでも使用できます。BGP インバウンド 適化を実装するために、PfR は eBGP アドバタイズメ

ントを操作して、内部プレフィクス宛てのトラフィックに対して 良入口選択を反映させます。 良入

口選択は、複数の ISP に接続しているネットワークだけに効果があります。

入口リンクの選択を強制的に行うために、PfR は次の方法を提供します。

• 「BGP 自律システム番号のプリペンド」（P.5）

• 「BGP 自律システム番号コミュニティのプリペンド」（P.5）

BGP 自律システム番号のプリペンド

PfR が内部プレフィクスに 適な入口を選択したら、追加の自律システム ホップ（ 大 6 個）が他の

入口よりも優先的に内部プレフィクスの BGP アドバタイズメントにプリペンドされます。他の入口の

追加の自律システム ホップにより、内部プレフィクスに対して 適な入口が使用される可能性が高ま

ります。これは内部プレフィクスを制御するために PfR が使用するデフォルトの方法であり、ユーザ

設定は必要ありません。

BGP 自律システム番号コミュニティのプリペンド

PfR が内部プレフィクスに対して 適な入口を選択すると、BGP プリペンド コミュニティがネット

ワークから ISP などの別の自律システムへの内部プレフィクス BGP アドバタイズメントに添付されま

す。BGP プリペンド コミュニティは、ISP からピアへの内部プレフィクスのアドバタイズメントで自

律システム ホップの数を増加させます。自律システム プリペンド BGP コミュニティは、ローカル ISP 
が追加の自律システム ホップをフィルタリングする可能性がないため、PfR BGP インバウンド 適化

で推奨される方法です。この場合、すべての ISP が BGP プリペンド コミュニティをサポートするわけ

ではないこと、ISP ポリシーが自律システム ホップを無視または変更する場合があること、中継 ISP 
が自律システム パスをフィルタリングする可能性があることなどいくつかの問題点があります。イン

バウンドを 適化するこの方法を使用している場合、自律システムを変更するには、clear ip bgp コマ

ンドを使用してアウトバウンドの再設定を行う必要があります。

内部プレフィクスに対する PfR マップ操作

PfR マップの操作はルート マップの操作に似ています。PfR マップは、match 句を使用して IP プレ

フィクス リストまたは PfR 学習ポリシーを選択し、set 句を使用して PfR ポリシー設定を適用するよう

設定されます。PfR マップはルートマップと同様にシーケンス番号で設定され、シーケンス番号が 小

の PfR マップが 初に評価されます。BGP インバウンド 適化機能では、内部プレフィクスを識別す

るために inside キーワードが match ip address（PfR）コマンドに導入されました。

パフォーマンス ルーティングを使用して BGP インバウンド
最適化の設定方法

• 「内部プレフィクスを使用したトラフィック クラスの自動学習のための PfR の設定」（P.6）

• 「PfR モニタリングに対して内部プレフィクスを手動で選択」（P.8）
5
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  パフォーマンス ルーティングを使用して BGP インバウンド最適化の設定方法
• 「インバウンド トラフィックに対する PfR リンク使用率の変更」（P.10）

• 「PfR 入口リンク使用率範囲の変更」（P.12）

• 「学習された内部プレフィクスに対する PfR ポリシーの設定および適用」（P.13）

• 「設定された内部プレフィクスに対する PfR ポリシーの設定および適用」（P.16）

内部プレフィクスを使用したトラフィック クラスの自動学習のための PfR 
の設定

PfR マスター コントローラでこのタスクを実行してトラフィック クラスとして使用する内部プレフィ

クスを自動的に学習するよう PfR を設定します。トラフィック クラスは MTC リストに入力されます。

このタスクでは、PfR Top Talker/Top Delay コンフィギュレーション モードで使用される inside bgp
（PfR）コマンドを使用します。このタスクでは、内部プレフィクス（ネットワーク内のプレフィクス）

の自動プレフィクス学習が設定されます。また、学習期間タイマー、プレフィクスの 大数、MTC リ
スト エントリの有効期間などの省略可能な設定パラメータも示されます。

前提条件

このタスクを設定する前に、内部および外部 BGP ネイバーの BGP ピアリングを設定する必要があり

ます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal 

3. pfr master

4. learn

5. inside bgp

6. monitor-period minutes 

7. periodic-interval minutes 

8. prefixes number 

9. expire after {session number | time minutes} 

10. end 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
6
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ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとして

ルータを設定し、グローバル処理およびポリシーを

設定します。

ステップ 4 learn 

例：
Router(config-pfr-mc)# learn 

PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレー

ション モードを開始して、プレフィクス学習ポリ

シーとタイマーを設定します。

ステップ 5 inside bgp

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# inside bgp

ネットワーク内部のプレフィクスを学習します。

ステップ 6 monitor-period minutes 

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# monitor-period 10 

（任意）PfR マスター コントローラがトラフィック 
フローを学習する期間を設定します。

• デフォルトの学習期間は 5 分です。

• モニタリング期間の長さは periodic-interval コ
マンドで設定されます。

• 学習するプレフィクスの数は prefixes コマンド

で設定されます。

• この例では、各モニタリング期間の長さを 10 分
に設定します。

ステップ 7 periodic-interval minutes 

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# periodic-interval 
20

（任意）プレフィクス学習期間の間隔を設定します。

• デフォルトでは、プレフィクス学習期間の間隔

は 120 分です。

• この例では、モニタリング期間の間隔を 20 分に

設定します。

ステップ 8 prefixes number 

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# prefixes 30

（任意）モニタリング期間中にマスター コントロー

ラが学習するプレフィクスの数を設定します。

• デフォルトでは、上位 100 のトラフィック フ
ローが学習されます。

• この例では、マスター コントローラがモニタリ

ング期間中に 30 個のプレフィクスを学習するよ

う設定します。

（注） モニタリング期間中に学習可能な内部プレ

フィクスの 大数は 30 です。

コマンドまたはアクション 目的
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PfR モニタリングに対して内部プレフィクスを手動で選択

PfR BGP インバウンド 適化機能は、自律システム内部プレフィクス宛ての自律システム外部のプレ

フィクスから送信されたトラフィックに対する 適な入口の選択をサポートするようになりました。こ

のタスクを実行して内部プレフィクスまたはプレフィクス範囲を定義する IP プレフィクス リストを作

成することにより、PfR モニタリングに対して内部プレフィクスを手動で選択します。次に、プレフィ

クス リストは、PfR マップで match 句を設定することにより Monitored Traffic Class（MTC）リスト

にインポートされます。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [le le-value] 

4. oer-map map-name sequence-number 

5. match ip address prefix-list name [inside]

6. end 

ステップ 9 expire after {session number | time minutes} 

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# expire after 
session 100 

（任意）学習されたプレフィクスが中央ポリシー 
データベース内に保持される期間を設定します。

• session キーワードは、指定された数のモニタリ

ング期間が経過した後に、学習されたプレフィ

クスが削除されるように設定します。

• time キーワードは、指定された期間の経過後

に、学習されたプレフィクスが削除されるよう

に設定します。時間の値は分単位で入力されま

す。

• この例では、100 回のモニタリング期間経過後

に、学習されたプレフィクスを削除するよう設

定します。

ステップ 10 end 

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# end

PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレー

ション モードを終了し、特権 EXEC モードを開始し

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [le 
le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list INSIDE_PREFIXES 
seq 20 permit 192.168.1.0/24

プレフィクス リストを作成し、モニタリングのため

にプレフィクスを手動で選択します。

• マスター コントローラは、デフォルト ルートを

含む任意の長さの、完全に一致するプレフィクス

を監視し、制御できます。マスター コントローラ

は設定されたプレフィクスでだけ動作します。

• マスター コントローラは、le 32 オプションを使

用して包含プレフィクスを監視および制御できま

す。マスター コントローラは設定されたプレフィ

クスで動作し、RIB 内の特定のプレフィクスが同

じ出口を使用するよう強制します。

（注） このオプションは慎重に適用する必要があり

ます。これは一般的な導入では必要ありませ

ん。

• 例では、PfR が 192.168.1.0/24 の特定のプレフィ

クスを監視および制御するために IP プレフィク

ス リストを作成します。

ステップ 4 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map INSIDE_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、PfR マップを作成または設定します。

• PfR マップの操作はルート マップの操作に似てい

ます。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つだ

け設定できます。

• パフォーマンスを 大化するために、共通シーケ

ンスおよび拒否シーケンスは 小の PfR マップ 
シーケンスに適用する必要があります。

• 例では、INSIDE_MAP という名前の PfR マップ

を作成します。
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インバウンド トラフィックに対する PfR リンク使用率の変更

BGP インバウンド 適化機能では、インバウンド トラフィック使用率をマスター コントローラに報告

できるようになりました。マスター コントローラでこのタスクを実行し、PfR 入口（インバウンド）

リンク使用率しきい値を変更します。ボーダー ルータの外部インターフェイスが設定されると、PfR 
はボーダー ルータの出口リンクの使用率を 20 秒ごとに自動的に監視します。使用率は再びマスター コ
ントローラに報告され、使用率が 75% を超えると、PfR はリンクのトラフィック クラスに対して別の

入口リンクを選択します。キロバイト /秒（kbps）単位の絶対値または割合を指定できます。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr master

4. border ip-address [key-chain key-chain-name] 

5. interface type number external 

6. maximum utilization receive {absolute kbps | percent percentage} 

7. end 

手順の詳細

ステップ 5 match ip address prefix-list name [inside]

例：
Router(config-pfr-map)# match ip address 
prefix-list INSIDE_PREFIXES inside

PfR ポリシーを適用するプレフィクス リスト match 
句エントリを PfR マップで作成します。

• このコマンドは IP プレフィクス リストだけをサ

ポートします。

• inside キーワードを使用して内部プレフィクスを

識別します。

• 例では、match 句を作成し、プレフィクス リスト 
INSIDE_PREFIXES を使用して内部プレフィク

スが一致するよう指定します。

ステップ 6 end 

例：
Router(config-pfr-map)# end 

PfR マップ 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。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
10
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ステップ 3 pfr master

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとして

ルータを設定し、グローバル処理およびポリシーを

設定します。

ステップ 4 border ip-address [key-chain key-chain-name] 

例：
Router(config-pfr-mc)# border 10.1.1.2

PfR 管理ボーダー ルータ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ボーダー ルータとの通信を確立

します。

• ボーダー ルータを識別するために、IP アドレス

を設定します。

• PfR 管理のネットワークを作成するには、少な

くとも 1 つのボーダー ルータを指定する必要が

あります。1 台のマスター コントローラで制御

できるボーダー ルータは、 大 10 台です。

（注） ボーダー ルータが 初に設定されている場合

は、key-chain キーワードおよび 
key-chain-name 引数を入力する必要があり

ます。ただし、既存のボーダー ルータを再設

定する場合、このキーワードは省略可能で

す。

ステップ 5 interface type number external

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 
1/0 external

PfR 管理の外部インターフェイスとしてボーダー 
ルータを設定し、PfR ボーダー出口インターフェイ

ス コンフィギュレーション モードを開始します。

• 外部インターフェイスは、トラフィックの転送

およびアクティブ モニタリングに使用されます。

• PfR 管理のネットワークには、 低 2 つの外部

ボーダー ルータ インターフェイスが必要です。

各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの外部

インターフェイスを設定する必要があります。1 
台のマスター コントローラで制御できる外部イ

ンターフェイスは、 大 20 です。

（注） external キーワードまたは internal キー

ワードを指定せずに interface コマンドを入

力すると、ルータは、PfR ボーダー出口コン

フィギュレーション モードではなく、グロー

バル コンフィギュレーション モードで開始

されます。アクティブ インターフェイスが

ルータ設定から削除されないように、このコ

マンドの no 形式は慎重に適用してください。

コマンドまたはアクション 目的
11



 

パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド最適化

  パフォーマンス ルーティングを使用して BGP インバウンド最適化の設定方法
PfR 入口リンク使用率範囲の変更

マスター コントローラでこのタスクを実行し、すべてのボーダー ルータに対する 大入口リンク使用

率範囲を変更します。デフォルトでは、PfR はボーダー ルータ上の外部リンクの使用率を 20 秒ごとに

自動監視し、ボーダー ルータがマスター コントローラに使用率を報告します。BGP インバウンド 適

化機能では、インバウンド トラフィック使用率をマスター コントローラに報告し、入口リンクのリン

ク使用率範囲を指定できるようになりました。

このタスクでは、すべての入口リンク間の使用率範囲が 20% を超えると、マスター コントローラは、

一部のトラフィック クラスを別の入口リンクに移動することによって、トラフィック負荷の均等化を

試みます。 大使用率の範囲は、割合として設定されます。

PfR は、 大使用率範囲を使用して、リンクがポリシーに準拠しているかどうかを判断します。このタ

スクでは、PfR は、過剰使用されている出口またはポリシー違反の出口から、ポリシー準拠の出口にト

ラフィック クラスを移動することによって、すべての入口リンクでインバウンド トラフィックを均等

化します。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr master

4. max range receive percent percentage

5. end 

ステップ 6 maximum utilization receive {absolute kbps | 
percent percentage}

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# maximum 
utilization receive percent 90

設定された PfR 管理リンク インターフェイスに対し

て 大受信使用率のしきい値を設定します。

• absolute キーワードと kbps 引数を使用してすべ

ての入口リンクのスループットの絶対しきい値

を 1 秒あたりのキロバイト数（kbps）で指定し

ます。

• percent キーワードと percentage 引数を使用し

てすべての入口リンクで受信される帯域幅の割

合として 大使用率しきい値を指定します。

• この例では、ボーダー ルータのこの入口リンク

に対するインバウンド トラフィックの 大使用

率しきい値を 90% 以下に指定する必要がありま

す。

ステップ 7 end

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# end

PfR ボーダー出口インターフェイス 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。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

学習された内部プレフィクスに対する PfR ポリシーの設定および適用

このタスクを実行して、ポリシーをマスター コントローラにある MTC リストの学習された内部プレ

フィクス トラフィック クラス エントリに適用します。BGP インバウンド 適化機能では、内部プレ

フィクスの 適化がサポートされるようになりました。ポリシーは PfR マップを使用して設定し、い

くつかの set 句を含みます。

（注） PfR マップに適用されたポリシーは、グローバル ポリシー設定よりも優先されません。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr-map map-name sequence-number 

4. match pfr learn {delay | inside | throughput} 

5. set delay {relative percentage | threshold maximum} 

6. set loss {relative average | threshold maximum} 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとしてルー

タを設定し、グローバル処理およびポリシーを設定し

ます。

ステップ 4 max range receive percent percentage

例：
Router(config-pfr-mc)# max range receive 
percent 20

ボーダー ルータにあるすべての入口リンク間の受信使

用率範囲の上限を指定します。

• percent キーワードと percentage 引数は範囲の割

合を指定するために使用されます。

• この例では、ボーダー ルータにあるすべての入口

リンク間の受信使用率範囲は 20% 以内である必

要があります。

ステップ 5 end

例：
Router(config-pfr-mc)# end

PfR マスター コントローラ 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。
13
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7. set unreachable {relative average | threshold maximum} 

8. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map INSIDE_LEARN 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、選択した IP プレフィクスにポリシーを適用する

ように PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• deny シーケンスは、 初に IP プレフィクス リ
ストに定義してから、match コマンドを使用し

て適用します。

• 例では、INSIDE_LEARN という名前の PfR 
マップを作成します。

ステップ 4 match pfr learn {delay | inside | throughput} 

例：
Router(config-pfr-map)# match pfr learn inside

PfR 学習プレフィクスに一致する match 句エントリ

を PfR マップで作成します。

• プレフィクスは内部プレフィクスであるプレ

フィクスを学習したり、 小の遅延または 大

のアウトバウンド スループットに基づいてプレ

フィクスを学習したりするよう設定できます。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• 例では、内部プレフィクスを使用して学習され

たトラフィックに一致する match 句エントリを

作成します。
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ステップ 5 set delay {relative percentage | threshold 
maximum} 

例：
Router(config-pfr-map)# set delay threshold 
2000

set 句エントリを作成して、遅延しきい値を設定しま

す。

• 遅延しきい値は、相対割合または一致基準の絶

対値として設定できます。

• 相対遅延割合を設定するには relative キーワー

ドを使用します。相対遅延割合は、短期測定値

および長期測定値の比較に基づいています。

• 絶対 大遅延期間をミリ秒単位で設定するには 
threshold キーワードを使用します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックの絶対 大遅延しきい値を 2000 ミ
リ秒に設定する set 句が設定されます。

ステップ 6 set loss {relative average | threshold maximum}

例：
Router(config-pfr-map)# set loss relative 20

マスター コントローラが出口リンクに対して許容す

る相対または 大パケット損失制限を設定する set 句
エントリを作成します。

• PfR マップを設定して、出口リンクでの送信中

に PfR が許可するパケット損失の相対割合また

は 大数を指定するには、このコマンドを使用

します。パケット損失がユーザ定義またはデ

フォルトの値を超えると、マスター コントロー

ラはその出口リンクをポリシー違反であると判

断します。

• relative キーワードは、相対パケット損失割合を

設定するために使用されます。相対パケット損

失割合は、短期的なパケット損失と長期的なパ

ケット損失の比較に基づきます。

•  threshold キーワードは、絶対 大パケット損

失を設定するために使用されます。 大値は、

百万パケットに対して実際に損失したパケット

の数に基づきます。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックに対して許容できるパケット損失

の相対割合を 20% に設定する set 句を作成しま

す。

コマンドまたはアクション 目的
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設定された内部プレフィクスに対する PfR ポリシーの設定および適用

このタスクを実行して、ポリシーをマスター コントローラにある MTC リストの設定された内部プレ

フィクス トラフィック クラス エントリに適用します。BGP インバウンド 適化機能では、内部プレ

フィクスの 適化がサポートされるようになりました。ポリシーは PfR マップを使用して設定します。

このタスクには、set 句の異なる基準によるプレフィクス リスト設定が含まれます。

（注） PfR マップで適用されたポリシーによって、グローバル ポリシーの設定が上書きされることはありま

せん。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr-map map-name sequence-number 

4. match ip address {access-list access-list-name | prefix-list prefix-list-name [inside]}

5. set delay {relative percentage | threshold maximum} 

ステップ 7 set unreachable {relative average | threshold 
maximum}

例：
Router(config-pfr-map)# set unreachable 
relative 10

到達不能ホストの 大数を設定する set 句エントリを

作成します。

• このコマンドは、PfR がトラフィック エントリ

に許可する到達不能ホストの相対割合または

大数（100 万フローあたりのフロー数（fpm））

を指定するために使用します。到達不能ホスト

の絶対数または相対割合がユーザ定義の値また

はデフォルト値を超える場合、PfR はトラ

フィック クラス エントリが OOP であると判断

し、代替出口リンクを検索します。

• 到達不能ホストの相対割合を設定するには 
relative キーワードを使用します。到達不能ホス

トの相対割合は、短期測定値および長期測定値

の比較に基づいています。

• 到達不能ホストの絶対 大数を fpm に基づいて

設定するには threshold キーワードを使用しま

す。

• 例では、 大の遅延に基づいて学習されたトラ

フィックに対して到達不能ホストの相対割合が 
10% 以上である場合に、トラフィック クラス エ
ントリの新しい出口リンクを検索するようマス

ター コントローラを設定する set 句エントリを

作成します。

ステップ 8 end

例：
Router(config-pfr-map)# end

（任意）PfR マップ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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6. set loss {relative average | threshold maximum} 

7. set unreachable {relative average | threshold maximum} 

8. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map INSIDE_CONFIGURE 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始

して、PfR マップを作成または設定します。

• PfR マップの操作はルート マップの操作に似て

います。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• パフォーマンスを 大化するために、共通シー

ケンスおよび拒否シーケンスは 小の pfr マッ

プ シーケンスに適用する必要があります。

• 例では、INSIDE_CONFIGURE という名前の 
PfR マップを作成します。

ステップ 4 match ip address {access-list access-list-name 
| prefix-list prefix-list-name [inside]

例：
Router(config-pfr-map)# match ip address 
prefix-list INSIDE_PREFIXES inside

PfR マップ内の一致基準として拡張 IP アクセス リ
ストまたは IP プレフィクス リストを参照します。

• inside キーワードを使用して、自律システム内

部プレフィクス宛ての自律システム外部のプレ

フィクスから送信されたトラフィックに対する

適な入口の選択をサポートする PfR BGP イ
ンバウンド 適化をサポートする内部プレフィ

クスを指定します。

• 例では、内部プレフィクスを指定するプレフィ

クス リスト INSIDE_PREFIXES を使用して 
match 句エントリを作成しています。
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ステップ 5 set delay {relative percentage | threshold 
maximum} 

例：
Router(config-pfr-map)# set delay threshold 
2000

set 句エントリを作成して、遅延しきい値を設定し

ます。

• 遅延しきい値は、相対割合または一致基準の絶

対値として設定できます。

• 相対遅延割合を設定するには relative キーワー

ドを使用します。相対遅延割合は、短期測定値

および長期測定値の比較に基づいています。

• 絶対 大遅延期間をミリ秒単位で設定するには 
threshold キーワードを使用します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致す

るトラフィックの絶対 大遅延しきい値を 
2000 ミリ秒に設定する set 句が設定されます。

ステップ 6 set loss {relative average | threshold maximum}

例：
Router(config-pfr-map)# set loss relative 20

マスター コントローラが出口リンクに対して許容す

る相対または 大パケット損失制限を設定する set 
句エントリを作成します。

• PfR マップを設定して、出口リンクでの送信中

に PfR が許可するパケット損失の相対割合また

は 大数を指定するには、このコマンドを使用

します。パケット損失がユーザ定義またはデ

フォルトの値を超えると、マスター コントロー

ラはその出口リンクをポリシー違反であると判

断します。

• relative キーワードは、相対パケット損失割合

を設定するために使用されます。相対パケット

損失割合は、短期的なパケット損失と長期的な

パケット損失の比較に基づきます。

•  threshold キーワードは、絶対 大パケット損

失を設定するために使用されます。 大値は、

百万パケットに対して実際に損失したパケット

の数に基づきます。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致す

るトラフィックに対して許容できるパケット損

失の相対割合を 20% に設定する set 句を作成し

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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  パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド最適化の設定例
パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド
最適化の設定例

• 「例：内部プレフィクスを使用したトラフィック クラスの自動学習のための PfR の設定」（P.20）

• 「例：PfR モニタリングに対して内部プレフィクスを手動で選択」（P.20）

• 「例：インバウンド トラフィックに対する PfR リンク使用率の変更」（P.20）

• 「例：PfR 入口リンク使用率範囲の変更」（P.20）

• 「例：学習された内部プレフィクスに対する PfR ポリシーの設定および適用」（P.21）

• 「例：設定された内部プレフィクスに対する PfR ポリシーの設定および適用」（P.21）

ステップ 7 set unreachable {relative average | threshold 
maximum}

例：
Router(config-pfr-map)# set unreachable 
relative 10

到達不能ホストの 大数を設定する set 句エントリ

を作成します。

• このコマンドは、PfR がトラフィック エントリ

に許可する到達不能ホストの相対割合または

大数（100 万フローあたりのフロー数（fpm））

を指定するために使用します。到達不能ホスト

の絶対数または相対割合がユーザ定義の値また

はデフォルト値を超える場合、PfR はトラ

フィック クラス エントリが OOP であると判断

し、代替出口リンクを検索します。

• 到達不能ホストの相対割合を設定するには 
relative キーワードを使用します。到達不能ホ

ストの相対割合は、短期測定値および長期測定

値の比較に基づいています。

• 到達不能ホストの絶対 大数を fpm に基づいて

設定するには threshold キーワードを使用しま

す。

• 例では、 大の遅延に基づいて学習されたトラ

フィックに対して到達不能ホストの相対割合が 
10% 以上である場合に、トラフィック クラス 
エントリの新しい出口リンクを検索するようマ

スター コントローラを設定する set 句エントリ

を作成します。

ステップ 8 end

例：
Router(config-pfr-map)# end

PfR マップ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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  パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド最適化の設定例
例：内部プレフィクスを使用したトラフィック クラスの自動学習のための 
PfR の設定

次に、ネットワーク内部のプレフィクスを自動的に学習するよう PfR を設定する例を示します。

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# pfr master
Router(config-pfr-mc)# learn
Router(config-pfr-mc-learn)# inside bgp
Router(config-pfr-mc-learn)# monitor-period 10 
Router(config-pfr-mc-learn)# periodic-interval 20 
Router(config-pfr-mc-learn)# prefixes 30
Router(config-pfr-mc-learn)# end 

例：PfR モニタリングに対して内部プレフィクスを手動で選択

次に、PfR マップを使用してネットワーク内部のプレフィクスを学習するよう PfR を手動で設定する

例を示します。

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip prefix-list INSIDE_PREFIXES seq 20 permit 192.168.1.0/24
Router(config)# pfr-map INSIDE_MAP 10
Router(config-pfr-map)# match ip address prefix-list INSIDE_PREFIXES inside
Router(config-pfr-map)# end

例：インバウンド トラフィックに対する PfR リンク使用率の変更

次に、PfR 入口リンク使用率しきい値を変更する例を示します。この例では、入口使用率が 65% に設

定されます。この出口リンクの使用率が 65% を超えると、PfR はこの入口リンクを使用していたトラ

フィック クラスの別の入口リンクを選択します。

Router(config)# pfr master 
Router(config-pfr-mc)# border 10.1.2.1
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 1/0 external
Router(config-pfr-mc-br-if)# maximum receive utilization percentage 65
Router(config-pfr-mc-br-if)# end

例：PfR 入口リンク使用率範囲の変更

次に、PfR 入口使用率範囲を変更する例を示します。この例では、すべての入口リンクの入口使用率範

囲が 15% に設定されます。PfR は 大使用率範囲を使用して入口リンクがポリシーに準拠しているか

どうかを判断します。PfR は、使用率が高すぎる出口またはポリシーに準拠しない出口からのプレフィ

クスをポリシーに準拠する出口に移動することによって、すべての入口リンクでインバウンド トラ

フィックを均等化します。

Router(config)# pfr master 
Router(config-pfr-mc)# max range receive percent 15
Router(config-pfr-mc)# end
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  参考資料
例：学習された内部プレフィクスに対する PfR ポリシーの設定および適用

次に、学習された内部プレフィクスに PfR ポリシーを適用する例を示します。

enable
configure terminal
pfr-map INSIDE_LEARN 10
 match pfr learn inside
 set delay threshold 2000
 set loss relative 20
 set unreachable relative 90
 end

例：設定された内部プレフィクスに対する PfR ポリシーの設定および適用 
次に、INSIDE_CONFIGURE という名前の PfR マップを作成し、手動で設定された内部プレフィクス

に PfR ポリシーを適用する例を示します。

enable
configure terminal
 pfr-map INSIDE_CONFIGURE 10
 match ip address prefix-list INSIDE_PREFIXES inside
 set delay threshold 2000
 set loss relative 20
 set unreachable relative 80
 end

参考資料

関連資料

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール 

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール
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  参考資料
シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド
最適化に関する機能情報

表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

表 1 パフォーマンス ルーティングを使用した BGP インバウンド最適化に関する機能情報

機能名 リリース 機能情報

OER BGP インバウンド 適化 12.4(9)T
12.2(33)SRB

PfR BGP インバウンド 適化は、自律システム内部プレ

フィクス宛ての自律システム外部のプレフィクスから送信

されたトラフィックに対する 適な入口選択をサポートし

ます。自律システムからインターネット サービス プロバ

イダー（ISP）への外部 EGP（eBGP）アドバタイズメン

トにより、ネットワークに入るトラフィックの入口パスが

影響を受けることがあります。PfR では、eBGP アドバタ

イズメントを使用して 適な入口選択を行います。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。clear pfr master prefix、downgrade bgp（PfR）、

inside bgp（PfR）、match ip address（PfR）、match pfr 
learn、max range receive（PfR）、maximum utilization 
receive（PfR）、show pfr master prefix。

expire after コマンド1

1. これは、マイナーな機能拡張です。マイナーな機能拡張は、通常、Feature Navigator には表示されません。

12.3(14)T
12.2(33)SRB

expire after（PfR）コマンドは、学習済みプレフィクスの

有効期間の設定に使用します。デフォルトでは、マスター 
コントローラは、中央ポリシー データベースから非アク

ティブなプレフィクスを削除します。これは、メモリが必

要とされるためです。このコマンドを使用すると、制限に

基づいて時間またはセッションを設定することによって、

この動作を改良できます。時間ベースの制限は、分単位で

設定します。セッション ベースの制限は、監視期間数（ま

たはセッション数）に対して設定します。
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パフォーマンス ルーティング コスト ポリシー
の設定

このモジュールでは、Cisco IOS Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）コスト ポ
リシーの設定方法について説明します。PfR ポリシーは、出口リンクの金銭的なコストに基づいてトラ

フィックを 適化するよう設定できます。PfR コストベース 適化機能を使用すると、遅延、損失、使

用率などの、設定された他のポリシーに準拠しつつトラフィックを下位のコスト リンクに割り当てる

ことによって金銭的な恩恵がもたらされます。コストベース 適化は、固定課金方法または階層課金方

法を使用して課金されるリンクに適用できます。また、コストに基づいた負荷分散も実現できます。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情

報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「パフォーマンス ルーティング コスト 
ポリシーの設定に関する機能情報」（P.26）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの前提条件」（P.2）

• 「パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの概要」（P.2） 

• 「パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの設定方法」（P.6） 

• 「パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの設定例」（P.21） 

• 「次の作業」（P.24） 

• 「参考資料」（P.25） 

• 「パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの設定に関する機能情報」（P.26）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの前提条件
パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの前提条件
PfR コスト ポリシーを実装する前に、PfR のしくみの概要と PfR ネットワーク コンポーネントの設定

方法を理解する必要があります。詳細については、「Understanding Performance Routing」モジュー

ル、「Configuring Basic Performance Routing」モジュール、および「Configuring Advanced 
Performance Routing」モジュールを参照してください。その他の PfR 機能モジュールのリストについ

ては、「関連資料」（P.25）を参照してください。

パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの概要
PfR ポリシーを設定および適用するには、次の概念を理解する必要があります。

• 「PfR リンク ポリシーの概要」（P.2）

• 「トラフィック負荷（使用率）ポリシー」（P.2）

• 「範囲ポリシー」（P.3）

• 「コスト ポリシー」（P.3）

PfR リンク ポリシーの概要

PfR リンク ポリシーは PfR 管理の外部リンクに対して適用される一連のルールです（外部リンクは

ネットワーク エッジのボーダー ルータのインターフェイスです）。リンク ポリシーでは、目的とする

リンクのパフォーマンス特性を定義します。トラフィック クラス パフォーマンス ポリシーのように、

リンクを使用する個々のトラフィック クラス エントリのパフォーマンスを定義するのではなく、リン

ク ポリシーではリンク全体のパフォーマンスを定義します。リンク ポリシーは、出口（出力）リンク

と入口（入力）リンクの両方に適用されます。次のリンク ポリシー タイプは、リンク ポリシーを使用

して管理できるさまざまなパフォーマンス特性を定義します。

• 「トラフィック負荷（使用率）ポリシー」（P.2）

• 「範囲ポリシー」（P.3）

• 「コスト ポリシー」（P.3）

トラフィック負荷（使用率）ポリシー

トラフィック負荷（使用率とも呼ばれます）ポリシーは、特定のリンクで伝送できるトラフィック量に

関する上限しきい値で構成されます。Cisco IOS PfR は、トラフィック クラスごとの負荷分散をサポー

トします。ボーダー ルータに外部インターフェイスが設定されると、ボーダー ルータはデフォルトに

より、20 秒ごとにリンク使用率をマスター コントローラに報告します。出口リンク トラフィックおよ

び入口リンク トラフィック負荷しきい値は PfR ポリシーとして設定できます。出口または入口リンク

の使用率が、設定されたしきい値またはデフォルトしきい値である 75% を超えると、出口または入口

リンクがポリシーに準拠していない（OOP）状態になり、PfR はトラフィック クラスの代替リンクを

見つけるためにモニタリング プロセスを起動します。リンク使用率のしきい値は、毎秒あたりのキロ

バイト数（kbps）で表す絶対値またはパーセンテージとして手動で設定できます。各インターフェイ

スの負荷使用率ポリシーは、マスター コントローラでボーダー ルータを設定する際に設定します。
2
Cisco IOS パフォーマンス ルーティング コンフィギュレーション ガイド
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  パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの概要
ヒント 負荷分散を設定する場合は、load-interval インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用

して、外部インターフェイスでのインターフェイス負荷計算の間隔を 30 秒に設定することを推奨しま

す。デフォルトの計算間隔は 300 秒です。負荷計算は、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードのボーダー ルータで設定します。この設定は必須ではありませんが、Cisco IOS PfR ができる限

り迅速に負荷分散に対応できるよう、これを設定しておくことを推奨します。

トラフィック負荷ポリシーは、単一のリンクで伝達されるトラフィックの上限を定義します。トラ

フィック負荷ポリシーの設定の詳細については、「Configuring Advanced Performance Routing」モ

ジュールの設定例「Configuring an Exit Link Load Balancing PfR Policy: Example」を参照してくださ

い。

範囲ポリシー

範囲ポリシーは、確実にトラフィックの負荷が分散されるよう、すべてのリンクを相互に相対的な一定

の使用率の範囲内で維持するために定義します。たとえば、ネットワークに複数の出口リンクがあり、

いずれかのリンクを優先する財務上の理由がない場合、 善の選択はすべてのリンクに負荷を均一に分

散することです。従来のルーティング プロトコルによる負荷共有では、必ずしも均一に負荷が分散さ

れるわけではありません。なぜなら、負荷共有はフローベースであり、パフォーマンスまたはポリシー 
ベースではないからです。Cisco PfR 範囲機能を使用すると、一連のリンクにおけるトラフィック使用

率が所定の割合の範囲内で相互に維持されるように PfR を設定できます。リンク間の差異が大きくな

りすぎると、PfR は使用可能なリンク間にトラフィック クラスを分散し、リンクをポリシー準拠状態

に戻そうとします。デフォルトでは、マスター コントローラは PfR が管理するすべてのリンクに対し

て 大範囲使用率を 20 % に設定しますが、使用率の範囲は 大割合値を使用して設定できます。

出口リンクおよび入口リンクの使用率範囲は PfR ポリシーとして設定できます。

（注） 範囲ポリシーを設定する場合、シリアル リンクの 80% の使用率は GigabitEthernet リンクの 80% の使

用率と大きく異なることに注意してください。

範囲ポリシーは、複数のリンクのトラフィックを負荷分散する方法を定義します。範囲ポリシーの設定

の詳細については、「Configuring Advanced Performance Routing」モジュールの設定例「Configuring 
an Exit Link Load Balancing PfR Policy: Example」を参照してください。

コスト ポリシー

コストベース 適化の PfR サポートは、Cisco IOS Release 12.3(14)T、12.2(33)SRB、およびそれ以降

のリリースで導入されました。コストベース 適化により、ネットワークの各出口リンクの金銭的なコ

スト（ISP Service Level Agreement（SLA; サービス レベル契約））に基づいてポリシーを設定できま

す。PfR コストベース 適化を実装するには、帯域幅使用率の費用効果が も高い出口リンクからトラ

フィックを送信し、なおかつ目的とするパフォーマンス特性は維持するようにマスター コントローラ

を設定します。コスト ポリシーは、複数のリンクのトラフィックを負荷分散する方法を定義します。

変化するビジネス慣習に対応するために、Cisco IOS Release 12.4(15)T9 およびそれ以降のリリースで

は、Momentary Target Link Utilization（MTLU）アルゴリズムの計算が、リンク コストを 小化しつ

つより効率的な帯域幅使用率を可能にするよう変更されました。

コストベース 適化のしくみを理解するには、次の項を参照してください。

• 「コスト ポリシー課金モデル」（P.4）

• 「リンク使用率ロールアップ計算」（P.4）
3
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• 「月間平均使用率計算」（P.4）

コスト ポリシー課金モデル

PfR コストベース 適化は、固定レート課金と階層ベース課金の 2 つの課金方法をサポートします。

固定レート課金は、ISP が帯域幅の使用量に関係なくリンクに対して特定の定額レートを課金する場合

に使用します。外部リンクに対して固定レート課金だけが設定された場合は、コスト 適化に関してす

べての出口が平等であると見なされ、プレフィクスまたは出口リンクがポリシーに準拠しているかどう

かを判断するために他のパラメータ（遅延、損失、使用率など）が使用されます。

階層ベース課金は、ISP が出口リンク使用率に基づいて階層レートで課金する場合に使用します。各コ

スト階層は関連する金銭的なコストとともに個別に設定され、階層をアクティブにする帯域幅使用率が

定義されます。階層ベース課金を使用している出口の 小コスト階層は、実際に使用された帯域幅に関

係なく毎月課金されます。階層ベース課金の決定に使用されるアルゴリズムでバーストが発生したとき

のために、一定の許容差が設定されています。この場合、「バースト」とは、固定レート課金で高額に

なる帯域幅使用量が短期間で増加することと定義されます。

固定レート課金では、使用率に関係なく毎月一定額を支払います。また、階層ベース課金では毎月少な

くとも 低階層のコストが発生しますが、 終的な月の階層ベース課金の額は、次の項で説明されてい

るように月の平均使用率に一致する階層に割り当てられたコストによって決まります。

• 「リンク使用率ロールアップ計算」（P.4）

• 「月間平均使用率計算」（P.4）

基本的なコスト 小化ポリシーを設定するタスクの詳細については、「基本的な PfR コストベース ポリ

シーの設定」（P.7）を参照してください。リンクごとのコストを 適化し、複数の出口リンク間のトラ

フィックを負荷分散するタスクの詳細については、「PfR コスト ポリシーを使用した課金の 小化とト

ラフィックの負荷分散」（P.11）を参照してください。

リンク使用率ロールアップ計算

各出口に対する毎月の課金金額を決定する 初の手順は、リンク使用率ロールアップ値を計算すること

です。リンク使用率ロールアップ値は、あるロールアップ期間の間、ボーダー ルータの入力インター

フェイスと出力インターフェイスから定期的（サンプリング期間）に測定されたリンク使用率の平均値

です。たとえば、サンプリング期間が 60 分に設定され、ロールアップが 1440 分（24 時間）で設定さ

れた場合は、リンク使用率ロールアップを計算するために 24 個の入力リンク使用率サンプルと 24 個
の出力リンク使用率サンプルが使用されます。入力リンクと出力リンクに対してリンク使用率ロール

アップ値を取得するために、このロールアップ期間から入力サンプルと出力サンプルの各セットの平均

値が取得されます。

月間平均使用率計算

リンク使用率ロールアップ計算が実行されたら、月間平均使用率が計算されます。階層ベース課金モデ

ルの固有な詳細は ISP ごとに異なります。ただし、ほとんどの ISP は階層課金プランで企業が支払う

べき金額を計算するために次のアルゴリズムに似たものを使用します。

• ISP ネットワークへのエンタープライズ接続で伝達された出力および入力トラフィックを定期的に

測定し、その測定値を収集してロールアップ期間に対するロールアップ値を生成します。

• 課金期間ごとに 1 つまたは複数のロールアップ値を計算します。

• 課金期間のロールアップ値を 大値から 小値の順にランク付けし、スタックに格納します。
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• バーストに対応するためにロールアップ値のデフォルトの上位 5%（絶対値または割合値を設定で

きますが、デフォルト値は 5% です）を廃棄します。この場合、「バースト」とは、月間平均使用

率を超える任意の帯域幅と定義されます。デフォルトの 5% が破棄された場合、残りのロールアッ

プ値は 95 パーセンタイル順位となります。

• 大使用率値（この場合は上位 5%）を持つロールアップが削除されたら、ロールアップ値に関連

する階層を決定するために、スタック内の残りの 大ロールアップ値（平均 Monthly Target Link 
Utilization（MTLU）と呼ばれます）を階層構造に適用します。

• 識別された階層に関連する一定のコストに基づいて顧客に課金します。

（注） マスター コントローラがコストベース 適化を実行するには、課金ポリシーを設定し、リンクに適用

する必要があります。

月間平均使用率ロールアップ計算で次の 3 種類のテクニックのいずれかを使用するように設定できま

す。

• 組み合わせ

• 分離

• 合算

平均使用率計算テクニックに関する次の説明では、破棄値が絶対値 10 として設定されます。デフォル

トの破棄値は 5% です。

組み合わせテクニックを使用する場合、月間平均使用率計算はソートされた単一のスタックの出力およ

び入力ロールアップ サンプルの組み合わせに基づき、 も大きい 10 個のロールアップ値が破棄されま

す。次に大きいロールアップ値は MTLU です。

分離テクニックを使用する場合は、リンクの出力および入力ロールアップ サンプルがソートされて異

なるスタックに格納され、各スタックの も大きい 10 個のロールアップ値が破棄されます。2 つのス

タックの残りの も大きいロールアップ値は MTLU として選択されます。

合算テクニックを使用する場合、出力ロールアップ サンプルと入力ロールアップ サンプルがひとまと

めに合算されます。各ロールアップ サンプルの合算値は 1 つのスタックに格納され、上位 10 個のロー

ルアップ値が破棄され、次に大きいロールアップ値が MTLU となります。

次の表に、分離テクニックを使用した月間平均使用率の計算例を示します。表 1 では、30 日間のロー

ルアップ値が、出力ロールアップ値と入力ロールアップ値の両方に対して 大の帯域幅から 小の帯域

幅の順に示されています。上位 10 個の値（斜体表示）は、マスター コントローラがロールアップのこ

の絶対数を破棄するよう設定されたため、破棄されます。2 つのスタックに残っている次に大きいロー

ルアップ値である 62（太字表示）は月間平均使用率です。月間平均使用率は、該当する課金期間の該

当するリンクの帯域幅使用に対して顧客が課金される階層を決定するために使用されます。

表 1 月間平均使用率の計算例

出力ロールアップ 入力ロールアップ

ロールアップは課金期間に最大の帯域幅か

ら最小の帯域幅の順にソートされる

89 92 絶対値（斜体の数字を参照）として設定さ

れた上位 10 個の出力および入力を破棄し

ます。

80 84
71 82
70 80
65 78
5
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パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの設定方法
• 「基本的な PfR コストベース ポリシーの設定」（P.7） 

• 「PfR コスト ポリシーを使用した課金の 小化とトラフィックの負荷分散」（P.11）

• 「PfR コスト 小化ポリシーの検証とデバッグ」（P.19）

65 75
51 73
50 84
49 82
49 80
45 62  破棄された値の次に大きい値は 62 であり、

この値が月間平均使用率になります。

42 60
39 55
35 53
34 52
30 45
30 43
30 35
29 33
25 31
20 25
19 23
12 21
10 15
10 11
9 10
8 10
4 5
1 1
0 0

表 1 月間平均使用率の計算例（続き）

出力ロールアップ 入力ロールアップ

ロールアップは課金期間に最大の帯域幅か

ら最小の帯域幅の順にソートされる
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基本的な PfR コストベース ポリシーの設定

このタスクを実行して基本的な PfR コストベース 適化を設定します。コストベース 適化は、マス

ター コントローラで PfR ボーダー出口インターフェイス コンフィギュレーション モード（外部イン

ターフェイス設定に基づく）を開始し、cost-minimization コマンドを使用して設定します。コスト

ベース 適化は階層課金方法と固定課金方法をサポートします。

このタスクでは、マスターコントローラ ルータで設定が行われます。この場合、ボーダー ルータは設

定されていると見なされます。階層ベース課金は、3 つのコスト階層で設定され、サービス プロバイ

ダーのニックネームは ISP1 に設定されます。月間平均使用率計算テクニックは、合算テクニックを使

用するよう設定され、課金サイクルの 終日は月の 30 日になり、タイムゾーンの差異を考慮するため

に 3 時間のオフセットが提供されます。

cost-minimization コマンドには、さまざまなキーワードと引数があります。1 つの CLI 行には 1 つの

必須キーワードとそれに関連する構文だけしか設定できませんが、このコマンドの複数のインスタンス

を入力できます。各ボーダー ルータ リンクの設定内では、fixed キーワードと tier キーワードだけが

同時に使用できます。完全な構文の詳細については、『Cisco IOS Performance Routing Command 
Reference』を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. pfr master

4. border ip-address [key-chain key-chain-name] 

5. interface type number external

6. cost-minimization nickname name 

7. cost-minimization calc {combined | separate | sum}

8. cost-minimization sampling period minutes [rollup minutes]

9. cost-minimization end day-of-month day [offset [-] hh:mm] 

10. cost-minimization {fixed fee cost | tier percentage fee fee}

11. ステップ 10 を繰り返して階層ベース課金サイクルの追加階層を設定します。

12. exit

13. interface type number internal

14. exit

15. ステップ 14 を繰り返して PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードに戻ります。

16. ステップ 4 ～ 15 を繰り返し、他のリンクに対して追加のコストベース 適化ポリシーを設定しま

す（必要な場合）。

17. mode route control

18. resolve cost priority value

19. end 
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、グローバル プレフィクスおよび

出口リンク ポリシーを設定します。

ステップ 4 border ip-address [key-chain key-chain-name] 

例：
Router(config-pfr-mc)# border 10.100.1.1 
key-chain PFR_cost 

PfR 管理ボーダー ルータ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ボーダー ルータとの通信を確立

します。

• ボーダー ルータを識別するために、IP アドレス

を設定します。

• key-chain-name 引数の値は、ip-address 引数に

より識別されたボーダー ルータで設定された

キー チェーン名に一致する必要があります。

（注） ボーダー ルータが 初に設定されている場合

は、key-chain キーワードおよび 
key-chain-name 引数を入力する必要があり

ます。ただし、このボーダー ルータを再設定

したり、ルータの設定を追加したりする場

合、このキーワードは省略可能です。

ステップ 5 interface type number external 

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface ethernet 
0/0 external

PfR ボーダー出口インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始して、ボーダー ルータ イン

ターフェイスを外部インターフェイスとして設定し

ます。

• 各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの外部

インターフェイスを設定する必要があります。

ステップ 6 cost-minimization nickname name 

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# cost-minimization 
nickname ISP1

マスター コントローラのコストベース 適化ポリ

シー内でボーダー ルータ インターフェイスのニック

ネームを設定します。

• nickname キーワードを使用してサービス プロ

バイダーを識別するラベルを適用します。

• この例では、サービス プロバイダーに対して 
ISP1 のラベルが設定されます。
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ステップ 7 cost-minimization calc {combined | separate | 
sum}

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# cost-minimization 
calc sum

コスト 小料金をどのように計算するかを設定しま

す。

• combined キーワードを使用して入力サンプル

と出力サンプルを組み合わせるようマスター コ
ントローラを設定します。

• separate キーワードを使用して入力サンプルと

出力サンプルを別々に分析するようマスター コ
ントローラを設定します。

• sum キーワードを使用して 初に入力サンプル

と出力サンプルを追加し、次にサンプルを組み

合わせるようマスター コントローラを設定しま

す。

• この例では、合算テクニックを使用してコスト

小料金が計算されます。

ステップ 8 cost-minimization sampling period minutes 
[rollup minutes]

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# cost-minimization 
sampling period 10 rollup 60

サンプリング期間を分単位で指定します。

• サンプリング期間 minutes 引数に入力できる値

は 1 ～ 1440 の数字です。

• 省略可能な rollup キーワードを使用してサンプ

ルが minutes 引数に指定された間隔でロール

アップされるよう指定します。ロールアップ 
minutes 引数に入力できる値は 1 ～ 1440 の数字

です。入力できる も小さい数字は、サンプリ

ング期間に入力された数字以上である必要があ

ります。

• この例では、サンプリング間の間隔が 10 分に設

定されます。これらのサンプルは 60 分ごとに

ロールアップされるよう設定されます。

ステップ 9 cost-minimization end day-of-month day [offset 
[-] hh:mm]

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# cost-minimization 
end day-of-month 30 offset 5:00 

課金サイクルの 終日を設定するために使用するパ

ラメータを設定します。

• 省略可能な offset キーワードを使用して UTC と
は異なるゾーンのサービス プロバイダーを考慮

するためにサイクルの 後を調整します。省略

可能な「-」キーワードは、タイム ゾーンが 
UTC よりも進んでいる場合にマイナスの時間と

分を指定するために使用します。

• この例では、課金サイクルの 終日は月の 30 日
であり、UTC に 5 時間のオフセットが追加され

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 10 cost-minimization {fixed fee cost | tier 
percentage fee fee}

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# cost-minimization 
tier 100 fee 1000

使用量に基づかない固定コスト課金サイクルまたは

階層ベース課金サイクルの階層を設定します。

• fixed fee キーワードと cost 引数は、出口リンク

に関連する固定（使用量に基づかない）コスト

を指定するために使用します。

• percentage 引数は、コスト階層の使用率を指定

するために使用します。

• tier fee キーワードと fee 引数は、この階層に関

連するコストを指定するために使用します。

• この例では、100% の使用率に対する階層ベース

の料金が 1000 に設定されます。

（注） 指定された 初の階層は 100% の使用率であ

る必要があります。それ以降の階層設定は、

低い割合と低い料金で行う必要があります。

ステップ 11 ステップ 9 を繰り返して階層ベース課金サイクルの追

加階層を設定します。

―

ステップ 12 exit

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# exit

PfR ボーダー出口インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを終了し、PfR 管理ボーダー ルー

タ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 13 interface type number internal

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 
1/0 internal

ボーダー ルータ インターフェイスを PfR 制御内部イ

ンターフェイスとして設定します。

• 内部インターフェイスはパッシブ モニタリング

だけに対して使用されます。内部インターフェ

イスはトラフィックを転送しません。

• 各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの内部

インターフェイスを設定する必要があります。

（注） VLAN インターフェイスを内部インターフェ

イスとして設定するサポートは、Cisco IOS 
Release 12.3(14)T および 12.2(33)SRB で導

入されました。

ステップ 14 exit

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# exit

PfR ボーダー出口インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを終了し、PfR 管理ボーダー ルー

タ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 15 ステップ 14 を繰り返して PfR マスター コントローラ 
コンフィギュレーション モードに戻ります。

―

ステップ 16 ステップ 4 ～ 15 を繰り返し、他のリンクに対して追

加のコストベース 適化ポリシーを設定します（必要

な場合）。

―

ステップ 17 mode route control

例：
Router(config-pfr-mc)# mode route control 

一致するトラフィックにルート制御を設定します。

• 制御モードでは、マスター コントローラが監視

対象プレフィクスを分析し、ポリシー パラメー

タに基づいて変更を実行します。

コマンドまたはアクション 目的
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例

次の例はタスクで示された単なる設定例ですが、階層ベースでの料金設定を行うために階層が追加され

ています。固定レート課金と階層ベース課金の両方を含む基本的な PfR コスト ポリシーの詳細な設定

例については、「例：基本的な PfR コストベース ポリシーの設定」（P.21）を参照してください。

pfr master
 border 10.100.1.1 key-chain PFR_cost
  interface Ethernet 0/0 external 
   cost-minimization nickname ISP1 
   cost-minimization calc sum
   cost-minimization sampling period 10 rollup 60 
   cost-minimization end day-of-month 30 offset 5:00 
   cost-minimization tier 100 fee 1000 
   cost-minimization tier 70 fee 700 
   cost-minimization tier 50 fee 500 
   exit 
  interface Ethernet 1/0 internal 
  exit
 mode route control
 resolve cost priority 1
 end

PfR コスト ポリシーを使用した課金の最小化とトラフィックの負荷分散

基本的な PfR コストベース 適化が有用である一方で、多くの企業は複数のボーダー ルータ出口リン

クを持ち、複数のさまざまなサービス プロバイダーは使用された帯域幅に応じて増加するさまざまな

課金レートを課金します。この状況では、コスト 小化ポリシーに加えて、リンクに対して何らかの形

のトラフィック負荷分散が必要になることがあります。

マスター コントローラでこのタスクを実行し、リンクでトラフィックを負荷分散しつつ複数のボー

ダー ルータ出口リンクに対して毎月の課金を 小化するパフォーマンス ルーティング コスト ポリシー

を設定します。このシナリオでは、ネットワークは固定レート課金と階層ベース課金の両方を持ち、顧

客が固定レート課金と階層ベース課金のプリペイド（ 小コスト）階層に対して毎月の料金を支払うこ

とを前提とし、PfR はコストを 適化しつつトラフィックの負荷分散を実行できます。

図 1 に、この図でルールとして指定されたサービス レベル契約（SLA）で定義された帯域幅とコスト 
パラメータを使用して各リンクに対してさまざまな課金レートを定義する例を示します。このタスクの

主な目的は、外部リンクごとの課金を 小化し、外部リンクに対してトラフィックを負荷分散すること

です。リンク 1 は固定レートで課金され、リンク 2 ～ 4 は階層ベース課金に基づきますが、すべてのリ

ステップ 18 resolve cost priority value 

例：
Router(config-pfr-mc)# resolve cost priority 1

コスト ポリシーに対してポリシー優先度を設定しま

す。

• 解決ポリシーは、コスト ポリシーが も高い優

先度を持つように設定します。

• このタスクでは、PfR ポリシーの 1 つの種類だ

けに優先度が割り当てられます。通常は、他の 
PfR ポリシーが設定され、優先度を慎重に確認

する必要があることに注意してください。

ステップ 19 end 

例：
Router(config-pfr-mc)# end

PfR マスター コントローラ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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ンクは PfR 階層として設定されます。コスト 小化を実現するために、 初のルールはリンク 1 の 
80%、リンク 2、3、および 4 の 30% を使用します（図 1 を参照）。2 つ目のルールはリンク 2、3 およ

び 4 で追加のトラフィックを分散し、トラフィック負荷を分散します。コストを 小化しつつトラ

フィック負荷分散を実現するために、すべての出口で分散されたコストと負荷に対して PfR トラ

フィックが 適化されるよう人為的なコストが割り当てられた帯域幅割合を表す複数の階層を使用して 
PfR コスト ポリシーを設定します。設定された階層については、図 1 を参照してください。

このタスクの手順に従うと、PfR がトラフィックを 小コストの出口のいずれかから 初に送信するよ

う設定されるコスト ポリシーが作成されます。リンク 1 には 10.1.1.1 が割り当てられ、プリペイド階

層は他の 3 つの出口から構成されます。各リンクのプリペイド階層帯域幅が完全に使用されると、ソフ

トウェアはすべてのリンクの階層間で次に も小さい増分コストを決定します。リンク 1 の次の階層を

使用する増分コストは $990 です。リンク 2 の次の階層を使用する増分コストはたった $10 です。PfR 
は、リンク 2 の帯域幅の 40% を表す青色のバーである次に も小さいコスト階層にトラフィックを転

送します（図 1 を参照）。プロセスは引き続きリンク 2、3、および 4 で負荷を分散するコストを使用し

ます。このタスクは、リンク 1 ～ 4 のプリペイド帯域幅を 初に使用して出口リンクごとの月間課金

レートがどのように 小化されるかを示します。この場合、階層間で 小の増分コストを決定すること

によりトラフィックはリンク 2、3、および 4 で効果的に負荷分散されます。

図 1 課金の最小化とトラフィックを負荷分散する PfR コスト最小化ソリューションを示す図

次のタスクの手順では、出口リンク 10.1.1.1 は階層ベース リンクとして設定されます（ただし、実際

には固定レートで課金されます）。固定レート リンクが負荷分散の階層として設定された場合、月間コ

スト計算はそのリンクの実際のコストを反映しません。このソリューションを使用した場合は、複数の

階層に割り当てられた人為的なコストがすべての月間コスト計算の精度に影響を及ぼすことがありま

す。

概要と詳細な手順にはこのタスク シナリオの一部の設定手順だけが示されており、マスター コント

ローラの完全な設定は詳細な手順の表の後に示された「例」の項に記載されています。

（注） コスト 小化機能と競合する可能性があるため、範囲および使用率ポリシー優先度をディセーブルにし

ます。
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（注） システム チャーンを回避するために、periodic（PfR）または set periodic（PfR）コマンドを時間間

隔とともに設定しないでください。システムは、指定された間隔で 良の出口リンクを選択しようと試

みます。このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

cost-minimization（PfR）コマンドには、さまざまなキーワードと引数があります。1 つの CLI 行に

は 1 つの必須キーワードとそれに関連する構文だけしか設定できませんが、このコマンドの複数のイン

スタンスを入力できます。各ボーダー ルータ リンクの設定内では、fixed キーワードと tier キーワー

ドだけが同時に使用できます。完全な構文の詳細については、『Cisco IOS Performance Routing 
Command Reference』を参照してください。

コスト 小化とトラフィックの負荷分散の別の設定例については、「例：PfR コスト ポリシーを使用し

た課金の 小化とトラフィックの負荷分散」（P.22）の設定例を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. pfr master

4. border ip-address [key-chain key-chain-name] 

5. interface type number external

6. cost-minimization nickname name 

7. cost-minimization summer-time start end [offset] 

8. cost-minimization {fixed fee cost | tier percentage fee fee}

9. ステップ 8 を繰り返して階層ベース課金サイクルの追加階層を設定します。

10. cost-minimization discard [daily] {absolute number | percent percentage} 

11. exit

12. interface type number internal

13. exit

14. ステップ 13 を繰り返して PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードに戻ります。

15. ステップ 4 ～ 14 を繰り返し、他のリンクに対して追加のコストベース 適化ポリシーを設定しま

す（必要な場合）。

16. mode route control

17. policy-rules map-name

18. pfr-map map-name sequence-number 

19. match pfr learn {delay | inside | throughput} 

20. set resolve cost priority value

21. end 
13
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、グローバル プレフィクスおよび

出口リンク ポリシーを設定します。

ステップ 4 border ip-address [key-chain key-chain-name] 

例：
Router(config-pfr-mc)# border 10.1.1.1 
key-chain pfr

PfR 管理ボーダー ルータ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ボーダー ルータとの通信を確立

します。

• ボーダー ルータを識別するために、IP アドレス

を設定します。

• key-chain-name 引数の値は、ip-address 引数に

より識別されたボーダー ルータで設定された

キー チェーン名に一致する必要があります。

（注） ボーダー ルータが 初に設定されている場

合は、key-chain キーワードおよび 
key-chain-name 引数を入力する必要があり

ます。ただし、このボーダー ルータを再設

定したり、ルータの設定を追加したりする場

合、このキーワードは省略可能です。

ステップ 5 interface type number external 

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface ethernet 
0/0 external

PfR ボーダー出口インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始して、ボーダー ルータ イン

ターフェイスを PfR 管理外部インターフェイスとし

て設定します。

• 各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの外部

インターフェイスを設定する必要があります。

• ルータでインターフェイスを PfR 管理外部イン

ターフェイスとして設定すると、PfR ボーダー

出口インターフェイス コンフィギュレーション 
モードが開始されます。このモードでは、イン

ターフェイスに対して 大リンク使用率または

コストベースの 適化を設定できます。

ステップ 6 cost-minimization nickname name 

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# cost-minimization 
nickname 80-percent

マスター コントローラのコストベース 適化ポリ

シー内でボーダー ルータ インターフェイスのニック

ネームを設定します。

• この例では、10.1.1.1 ボーダー ルータ リンクの

ニックネーム ラベルは 80-percent です。
14
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ステップ 7 cost-minimization summer-time start end 
[offset]

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# cost-minimization 
summer-time 2 Sunday March 02:00 1 Sunday 
November 02:00 60

サマー タイム（デイライト セービング）の開始およ

び終了日時を指定します。

• start 引数と end 引数は、サマータイムが始ま

る、または終わる週、日、月、時間、分（24 時
間時計）を指定するために使用します。

• offset 引数を使用すると、1 ～ 120 分のオフセッ

トが許可され、 大 2 時間を春に加算し、秋に

減算できます。

• この例では、サマー タイムは 3 月の第 2 週日曜

日の午前 2 時に 1 時間加算されて始まり、11 月
の第 1 週日曜日の午前 2 時に 1 時間減算されて

終わります。

（注） summer-time キーワード設定は各マスター 
コントローラに対して 1 回だけ必要です。

ステップ 8 cost-minimization {fixed fee cost | tier 
percentage fee fee}

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# cost-minimization 
tier 100 fee 1000

使用量に基づかない固定コスト課金サイクルまたは

階層ベース課金サイクルの階層を設定します。

• fixed fee キーワードと cost 引数は、出口リンク

に関連する固定（使用量に基づかない）コスト

を指定するために使用します。

• percentage 引数は、コスト階層の使用率を指定

するために使用します。

• tier fee キーワードと fee 引数は、この階層に関

連するコストを指定するために使用します。

• この例では、100% の使用率に対する階層ベー

スの料金が 1000 に設定されます。

（注） 指定された 初の階層は 100% の使用率であ

る必要があります。それ以降の階層設定は、

低い割合と低い料金で行う必要があります。

負荷分散のために階層を設定する場合は、負

荷分散が機能するために、同じリンクのある

階層から次の階層に段階的に階層を大きくす

る必要があります。

ステップ 9 ステップ 8 を繰り返して階層ベース課金サイクルの追

加階層を設定します。

―

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 10 cost-minimization discard [daily] {absolute 
number | percent percentage}

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# cost-minimization 
discard percent 5

月間平均使用率値を計算する場合は、爆発的なリン

ク使用率に対して削除するサンプルの数を設定しま

す。

• 使用率サンプルは、 も大きい値から も小さ

い値の順にソートされ、このコマンドを使用し

て設定された数または割合により、リストから

も大きい数または割合が削除されます。

• 省略可能な daily キーワードが入力された場合

は、サンプルが毎日分析され、破棄されます。

daily キーワードが入力されない場合は、デフォ

ルトでサンプルが毎月分析され、破棄されます。

課金サイクルの 後に、1 日の平均使用率の平

均値を求めることによって月間平均使用率が計

算されます。

• absolute キーワードを使用して削除する一定の

数のサンプルを設定します。

• percentage キーワードを使用して削除する一定

の割合のサンプルを設定します。

• サンプリング ロールアップが設定されている場

合は、破棄値がロールアップに適用されます。

• この例では、月間平均使用率値を計算するとき

に上位 5% のサンプルが削除されます。

ステップ 11 exit

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# exit

PfR ボーダー出口インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを終了し、PfR 管理ボーダー ルー

タ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 12 interface type number internal

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface Ethernet 
1/0 internal

ボーダー ルータ インターフェイスを PfR 制御内部イ

ンターフェイスとして設定します。

• 内部インターフェイスはパッシブ モニタリング

だけに対して使用されます。内部インターフェ

イスはトラフィックを転送しません。

• 各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの内部

インターフェイスを設定する必要があります。

（注） VLAN インターフェイスを内部インター

フェイスとして設定するサポートは、Cisco 
IOS Release 12.3(14)T および 12.2(33)SRB 
で導入されました。

ステップ 13 exit

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# exit

PfR ボーダー出口インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを終了し、PfR 管理ボーダー ルー

タ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 14 ステップ 13 を繰り返して PfR マスター コントローラ 
コンフィギュレーション モードに戻ります。

―

コマンドまたはアクション 目的
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例

次の設定例は、図 1 のマスター コントローラにより制御されたすべてのリンクに対する完全な設定で

す。コストをこのタスクの 大優先度にするために使用された cost_balance という名前の PfR マップ

の set resolve cost priority 1 コマンドに注意してください。それとは逆に、 適化の競合を回避するた

ステップ 15 ステップ 4 ～ 14 を繰り返し、他のリンクに対して追

加のコストベース 適化ポリシーを設定します（必要

な場合）。

―

ステップ 16 mode route control

例：
Router(config-pfr-mc)# mode route control 

一致するトラフィックにルート制御を設定します。

• 制御モードでは、マスター コントローラが監視

対象プレフィクスを分析し、ポリシー パラメー

タに基づいて変更を実行します。

ステップ 17 policy-rules map-name

例：
Router(config-pfr-mc)# policy-rules 
cost_balance

PfR マップからの設定をマスター コントローラ設定

に適用します。

• この例では、cost_balance という名前の PfR 
マップからの設定が適用されます。

ステップ 18 exit

例：
Router(config-pfr-mc)# exit

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを終了し、グローバル コンフィギュレーショ

ン モードに戻ります。

ステップ 19 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map cost_balance 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、PfR マップを設定します。

ステップ 20 match pfr learn {delay | inside | throughput} 

例：
Router(config-pfr-map)# match pfr learn 
throughput

学習済みの PfR プレフィクスに一致させるために、

PfR マップ内で match 句エントリを作成します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• この例では、 大アウトバウンド スループット

を使用して学習されたトラフィック クラスに一

致する match 句エントリが作成されます。

ステップ 21 set resolve cost priority value

例：
Router(config-pfr-map)# set resolve cost 
priority 1

重複するポリシーに対してポリシー優先度を設定す

る set 句エントリを PfR マップで作成します。

• この例では、解決ポリシーは、コスト ポリシー

が も高い優先度を持つように設定します。

• このタスクでは、PfR ポリシーの 1 つの種類だ

けに優先度が割り当てられます。通常は、他の 
PfR ポリシーが設定され、優先度を慎重に確認

する必要があることに注意してください。

ステップ 22 end 

例：
Router(config-pfr-mc)# end

PfR マスター コントローラ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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めに、resolve range コマンドと resolve utilization コマンドがディセーブルになります。関連する 
show コマンドからの出力については、「PfR コスト 小化ポリシーの検証とデバッグ」（P.19）を参照

してください。

pfr master
 logging
 border 10.1.1.1 key-chain pfr
  interface Ethernet1/0 internal
  interface Ethernet0/0 external
   cost-minimization nickname 80-percent
   cost-minimization summer-time 2 Sunday March 02:00 1 Sunday November 02:00 60
   cost-minimization tier 100 fee 1000
   cost-minimization tier 80 fee 10
   cost-minimization discard percent 5
   exit
  exit
 border 10.2.1.2 key-chain pfr
  interface Ethernet1/0 internal
  interface Ethernet0/0 external
   cost-minimization nickname 30-meg
   cost-minimization tier 100 fee 290
   cost-minimization tier 90 fee 220
   cost-minimization tier 80 fee 160
   cost-minimization tier 70 fee 110
   cost-minimization tier 60 fee 70
   cost-minimization tier 50 fee 40
   cost-minimization tier 40 fee 20
   cost-minimization tier 30 fee 10
   cost-minimization discard percent 5
   exit
  exit
 border 10.3.1.3 key-chain pfr
  interface Ethernet1/0 internal
  interface Ethernet0/0 external
   cost-minimization nickname 30-meg-2
   cost-minimization tier 100 fee 290
   cost-minimization tier 90 fee 220
   cost-minimization tier 80 fee 160
   cost-minimization tier 70 fee 110
   cost-minimization tier 60 fee 70
   cost-minimization tier 50 fee 40
   cost-minimization tier 40 fee 20
   cost-minimization tier 30 fee 10
   cost-minimization discard percent 5
   exit
  exit
 border 10.4.1.4 key-chain pfr
  interface Ethernet1/0 internal
  interface Ethernet0/0 external
   cost-minimization nickname 30-meg-3
   cost-minimization tier 100 fee 290
   cost-minimization tier 90 fee 220
   cost-minimization tier 80 fee 160
   cost-minimization tier 70 fee 110
   cost-minimization tier 60 fee 70
   cost-minimization tier 50 fee 40
   cost-minimization tier 40 fee 20
   cost-minimization tier 30 fee 10
   cost-minimization discard percent 5
   exit
  exit
  learn
   throughput
   periodic-interval 0
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   monitor-period 1
   prefixes 2500
   aggregation-type prefix-length 32
   exit
  mode route control
  policy-rules cost_balance
  max-range-utilization percent 100
  exit
 pfr-map cost_balance 10
  match pfr learn throughput
  set resolve cost priority 1
  no set resolve range
  no set resolve utilization 
  set probe frequency 10
  end

PfR コスト最小化ポリシーの検証とデバッグ

マスター コントローラでこのタスクを実行して、コスト 小化ポリシーを検証し、問題をデバッグす

るのに役に立つ情報を表示します。コスト 小化ポリシーが設定され、トラフィックに適用されると、

show コマンドの手順に従って、ポリシー設定が期待したように動作していることを検証できます。ポ

リシー設定が期待したように動作していない場合は、debug コマンドの手順に従って問題のトラブル

シューティングを行うことができます。show コマンドと debug コマンドはどちらも省略可能で、任意

の順で入力できます。

前提条件

これらの手順を実行する前に、コスト ポリシーを設定し、PfR トラフィックに適用する必要がありま

す。

手順の概要

1. enable

2. show pfr master cost-minimization border ip-address [interface]

3. show pfr master cost-minimization nickname name

4. debug pfr master cost-minimization [detail]

手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2 show pfr master cost-minimization {border ip-address [interface] | nickname name}

border キーワードと nickname キーワードの両方を show pfr master cost-minimization コマンドで

使用すると、同じコスト 小化情報が表示されます。これらのキーワードと引数は、指定されたボー

ダー ルータをニックネームや IP アドレスで識別したり、任意でルータの特定のインターフェイスに対

して識別したりするために使用できます。この手順に適用できる構文だけが示されています。完全な構

文については、『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』を参照してください。
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この例では、図 1 の 10.2.1.2 リンクに関する情報が表示されます。このリンクに設定されるコスト階

層の数に注意してください。10.3.1.3 と 10.4.1.4 のリンクは、より正確な負荷分散を可能にするために

同じコスト階層セットを持ちます。絶対値 5 として示された破棄値に対して設定されたロールアップ値

とパラメータに関する情報が存在します。この出力で示されたフィールドの詳細については、

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』を参照してください。

Router# show pfr master cost-minimization border 10.2.1.2 Ethernet 0/0

pM - per Month, pD - per Day
 --------------------------------------------------------------------------------
  Nickname  : 30-meg           Border: 10.2.1.2         Interface: Et0/0           
  Calc type : Separate
  End Date  : 1 
  Summer time: Enabled,  2 Sun Mar 02:00 1 Sun Nov 02:00 60
  Fee       : Tier Based
              Tier 1: 100, fee:   290
              Tier 2:  90, fee:   220
              Tier 3:  80, fee:   160
              Tier 4:  70, fee:   110
              Tier 5:  60, fee:    70
              Tier 6:  50, fee:    40
              Tier 7:  40, fee:    20
              Tier 8:  30, fee:    10
  Period    : Sampling 5, Rollup 5
  Discard   : Type Absolute, Value 5
 
  Rollup Information:
  Total(pM)       Discard(pM)     Remaining(pM)   Collected(pM)   
  8928            5               1460            264             
 
  Current Rollup Information:
    MomentaryTgtUtil:          382 Kbps    CumRxBytes:           747167
   StartingRollupTgt:          400 Kbps    CumTxBytes:          4808628
    CurrentRollupTgt:          400 Kbps    TimeRemain:         00:03:23
 
  Rollup Utilization (Kbps):
  Egress Utilization Rollups (Descending order)
 
  1   : 0            2   : 440          3   : 439          4   : 398         
  5   : 383          6   : 378          7   : 375          8   : 372         
  9   : 371          10  : 371          11  : 370          12  : 370         
  13  : 368          14  : 365          15  : 255          16  : 231         
  17  : 216          18  : 197          19  : 196          20  : 196         
  21  : 195          22  : 194          23  : 191          24  : 190         
  25  : 190          26  : 184          27  : 183          28  : 182         
  29  : 178          30  : 177          31  : 176          32  : 175

ステップ 3 show pfr master cost-minimization billing-history 

このコマンドは、以前の課金期間の課金情報を表示するために使用されます。この例では、月間平均使

用率は 62 であり、ボーダー ルータ 10.1.1.1 のイーサネット インターフェイス 3/1 リンクのコストは 
$10,000 です。表 1 の数字がこの出力例を作成するために使用されたことに注意してください。

Router# show pfr master cost-minimization billing-history

Billing History for the past three months
 
         ISP2 on 10.4.1.4          Se4/0           
  No cost min on 10.2.1.2          Et3/2           
         ISP1 on 10.1.1.1          Et3/1           
                  Mon1                  Mon2                  Mon3
 Nickname     SustUtil       Cost   SustUtil       Cost   SustUtil       Cost
 ----------    ------------------    ------------------   ------------------
20
Cisco IOS パフォーマンス ルーティング コンフィギュレーション ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/command/reference/oer_book.html


 

パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの設定

  パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの設定例
    ISP2             0       3000        ---NA---             ---NA---     
    ISP1            62      10000        ---NA---             ---NA---     
 
 ----------    ------------------    ------------------   ------------------
 Total Cost                 13000                     0                     0

ステップ 4 debug pfr master cost-minimization [detail] 

このコマンドは、コスト 小化ポリシーのデバッグ情報を表示するために使用されます。次に、コスト

小化ポリシーの詳細なデバッグ情報の例を示します。

Router# debug pfr master cost-minimization detail

OER Master cost-minimization Detail debugging is on
*May 14 00:38:48.839: OER MC COST: Momentary target utilization for exit 10.2.1.2 i/f
Ethernet1/0 nickname ISP1 is 7500 kbps, time_left 52889 secs, cumulative 16 kb, rollup
period 84000 secs, rollup target 6000 kbps, bw_capacity 10000 kbps
*May 14 00:38:48.839: OER MC COST: Cost OOP check for border 10.2.1.2, current util: 0
target util: 7500 kbps
*May 14 00:39:00.199: OER MC COST: ISP1 calc separate rollup ended at 55 ingress Kbps
*May 14 00:39:00.199: OER MC COST: ISP1 calc separate rollup ended at 55 egress bytes
*May 14 00:39:00.199: OER MC COST: Target utilization for nickname ISP1 set to 6000,
rollups elapsed 4, rollups left 24
*May 14 00:39:00.271: OER MC COST: Momentary target utilization for exit 10.2.1.2 i/f
Ethernet1/0 nickname ISP1 is 7500 kbps, time_left 52878 secs, cumulative 0 kb, rollup
period 84000 secs, rollup target 6000 kbps, bw_capacity 10000 kbps
*May 14 00:39:00.271: OER MC COST: Cost OOP check for border 10.2.1.2, current util: 0
target util: 7500 kbps

パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの設定例
• 「例：基本的な PfR コストベース ポリシーの設定」（P.21）

• 「例：PfR コスト ポリシーを使用した課金の 小化とトラフィックの負荷分散」（P.22）

例：基本的な PfR コストベース ポリシーの設定

次に、マスター コントローラでコストベース 適化を設定する例を示します。コストベース 適化設

定は、外部インターフェイス設定に基づいて適用されます。この例では、ボーダー ルータ 10.2.1.2 の
いずれかの出口インターフェイスに対する階層課金サイクルと、ボーダー ルータ 10.2.1.2 の他の出口

インターフェイスおよびボーダー ルータ 10.3.1.3 の両方の出口インターフェイスに対する固定課金サ

イクルを持つ複数の出口に対してポリシーが設定されます。

このシナリオでは、PfR は 初に固定レート出口、ボーダー ルータ 10.2.1.2 のシリアル インターフェ

イス 3/0、およびボーダー ルータ 10.3.1.3 のシリアル インターフェイス 2/0 と 3/0 からトラフィックを

送信します。これは階層ベース出口よりもこれらの固定レート出口の帯域幅コストが小さいためです。

固定レート出口が完全に使用されると、トラフィックはボーダー ルータ 10.2.1.2 のシナリオ インター

フェイス 2/0 から送信されます。月間平均使用率が 40% 以下の場合は、その月の課金額は $4000 にな

ります。月間平均使用率がそれよりも大きい場合は、月間平均使用率に一致する階層が課金されます。

この例では、計算設定が入力されず、デフォルトの動作がトリガーされます。計算は出力サンプルと入

力サンプルに対して別々に実行されます。

この設定例では、ボーダー ルータがすでに設定されていることを前提としています。

pfr master
 no periodic
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 resolve cost priority 1
 no resolve delay
 no resolve utilization
 border 10.2.1.2 key-chain key_cost1
  interface Serial12/0 external
   cost-minimization tier 100 fee 10000
   cost-minimization tier 75 fee 8000
   cost-minimization tier 40 fee 4000
   cost-minimization end day-of-month 31
  interface Serial13/0 external
   cost-minimization fixed fee 3000
 border 10.3.1.3 key-chain key_cost2
  interface Serial12/0 external
   cost-minimization fixed fee 3000
  interface Serial13/0 external
   cost-minimization fixed fee 3000
   end

例：PfR コスト ポリシーを使用した課金の最小化とトラフィックの負荷
分散

次に、コスト 小化ポリシーを設定し、複数のリンクで PfR トラフィック負荷を分散する例を示しま

す。このタスクは各リンクのコストを 小化し、複数のボーダー ルータ リンクで負荷分散を正確に制

御するよう設計されています。このタスクは、PfR で 初に も小さいコスト階層の帯域幅を強制的に

使用し、次にすべてのリンクで次に も小さいコスト階層を強制的に使用することにより、複数のリン

ク間で負荷分散を制御します。

show pfr master cost-minimization コマンドのキーワードは、特定のリンクの使用率を月の出力およ

び入力ロールアップ値とともに表示するために使用されます。月の課金期間が終わると、課金履歴の別

のキーワード オプションにより月間平均使用率とリンク コストが表示されます。

ボーダー ルータ 10.1.1.1
key chain key1
  key 1
    key-string border1
!
pfr border
  logging
  local Ethernet3/0
  master 10.1.1.1 key-chain key1

すべてのボーダー ルータを設定する場合は、類似の設定を使用し、適切な変更を行ってください。次

に、マスター コントローラを設定します。

マスター コントローラ

key chain key1
  key 1
    key-string border1
 key chain key2
  key 1
    key-string border2
 key chain key3
  key 1
    key-string border3
 pfr master
  logging
  border 10.1.1.1 key-chain key1
   interface Ethernet3/1 external
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    cost-minimization nickname ISP1
    cost-minimization tier 100 fee 50000
    cost-minimization tier 65 fee 10000
    cost-minimization tier 30 fee 500
    cost-minimization end day-of-month 24
    cost-minimization sampling period 5 rollup 1440
    cost-minimization discard absolute 10
    exit
   interface Ethernet0/2 internal
   exit
  border 10.2.1.2 key-chain key2
   interface Ethernet3/2 external
   interface Ethernet0/2 internal
   exit
  border 10.4.1.4 key-chain key3
   interface Serial4/0 external
    cost-minimization nickname ISP2
    cost-minimization fixed fee 3000
    cost-minimization end day-of-month 24
    exit
   interface Ethernet0/2 internal
   exit
  no max range receive
  delay threshold 10000
  loss threshold 1000000
  mode route control  
  mode monitor passive  
  mode select-exit best  
  resolve cost priority 1
  active-probe echo 10.1.9.1
  end

マスター コントローラで show pfr master cost-minimization border コマンドを入力して設定と使用

率を表示します。ボーダー ルータ 10.1.1.1 のイーサネット インターフェイス 3/1 に対する 3 月 30 日か

ら 4 月 24 日までの課金期間のロールアップ値が出力に表示されます。

Router# show pfr master cost-minimization border 10.1.1.1

pM - per Month, pD - per Day
 --------------------------------------------------------------------------------
  Nickname  : ISP1             Border: 10.1.1.1          Interface: Et3/1           
  Calc type : Separate
  End Date  : 24
  Summer time: Disabled
  Fee       : Tier Based
              Tier 1: 100, fee:      50000
              Tier 2:  65, fee:      10000
              Tier 3:  30, fee:        500
  Period    : Sampling 5, Rollup 1440
  Discard   : Type Absolute, Value 10
 
  Rollup Information:
  Total(pM)       Discard(pM)     Remaining(pM)   Collected(pM)   
  31              10              1               29              
 
  Current Rollup Information:
    MomentaryTgtUtil:           75 Kbps    CumRxBytes:                0
   StartingRollupTgt:           75 Kbps    CumTxBytes:                0
    CurrentRollupTgt:           75 Kbps    TimeRemain:         00:00:51
 
  Rollup Utilization (Kbps):
  Egress Utilization Rollups (Descending order)
 
  1   : 0            2   : 89           3   : 80           4   : 71          
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  5   : 70           6   : 65           7   : 65           8   : 51          
  9   : 50           10  : 49           11  : 49           12  : 45          
  13  : 42           14  : 39           15  : 35           16  : 34          
  17  : 30           18  : 30           19  : 30           20  : 29          
  21  : 25           22  : 20           23  : 19           24  : 12          
  25  : 10           26  : 10           27  : 9            28  : 8           
  29  : 4            30  : 1           
  Ingress Utilization Rollups (Descending order)
 
  1   : 0            2   : 92           3   : 84           4   : 82          
  5   : 80           6   : 78           7   : 75           8   : 73          
  9   : 72           10  : 70           11  : 63           12  : 62          
  13  : 60           14  : 55           15  : 53           16  : 52          
  17  : 45           18  : 43           19  : 35           20  : 33          
  21  : 31           22  : 25           23  : 23           24  : 21          
  25  : 15           26  : 11           27  : 10           28  : 10          
  29  : 5            30  : 1

3 月から 4 月 24 日までの課金期間が終了したと仮定すると、show pfr master cost-minimization 
billing-history コマンドを使用して以前の課金期間の課金を参照できます。月間平均使用率は 62 であ

り、ボーダー ルータ 10.1.1.1 のイーサネット インターフェイス 3/1 リンクのコストは $10,000 です。

表 1 の同じ数字がこの出力例を作成するために使用されたことに注意してください。

Router# show pfr master cost-minimization billing-history

Billing History for the past three months
 
         ISP2 on 10.4.1.4          Se4/0           
  No cost min on 10.2.1.2          Et3/2           
         ISP1 on 10.1.1.1          Et3/1           
                  Mon1                  Mon2                  Mon3
 Nickname     SustUtil       Cost   SustUtil       Cost   SustUtil       Cost
 ----------    ------------------    ------------------   ------------------
    ISP2             0       3000        ---NA---             ---NA---     
    ISP1            62      10000        ---NA---             ---NA---     
 
 ----------    ------------------    ------------------   ------------------
 Total Cost                 13000                     0                     0

次の作業
PfR の詳細については、「関連資料」（P.25）に記載された資料を参照してください。
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  参考資料
参考資料

関連資料

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの設定に関す
る機能情報 

表 2 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 2 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 2 パフォーマンス ルーティング コスト ポリシーの設定に関する機能情報

機能名 リリース 機能の設定情報

コストベース 適化向け OER サポート 12.3(14)T
12.2(33)SRB
12.4(15)T9

コストベース 適化向け OER サポート機能で、出口リン

ク ポリシー ベースの金銭的なコストを設定し、ホップバ

イホップ ベースでプレフィクス特性を調べるために 
traceroute プローブを設定できるようになりました。

Cisco IOS Release 12.4(15)T9 およびそれ以降のリリース

では、リンク コストを 小化しつつ効率的な帯域幅使用を

実現するために MTLU アルゴリズムの計算が変更されま

した。

cost-minimization（PfR）、debug pfr master 
cost-minimization、show pfr master cost-minimization
の各コマンドが追加または変更されています。
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パフォーマンス ルーティングの mGRE 
DMVPN ハブアンドスポーク サポートを使用
した EIGRP ルートの制御

PfR EIGRP mGRE DMVPN ハブアンドスポーク サポート機能によって、ルートを Enhanced Interior 
Gateway Routing Protocol（EIGRP; 拡張内部ゲートウェイ ルーティング プロトコル）ルーティング 
テーブルに追加し、Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）で EIGRP ルートを介

してプレフィクスおよびアプリケーションを制御できるようになっています。この機能は、ハブアンド

スポーク ネットワーク設計に従う Multicast Generic Routing Encapsulation（mGRE; マルチキャスト

総称ルーティング カプセル化）Dynamic Multipoint Virtual Private Network（DMVPN; ダイナミック 
マルチポイント バーチャル プライベート ネットワーク）導入もサポートします。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情

報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「PfR を使用した EIGRP ルートの制御の

機能情報」（P.12）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「PfR を使用した EIGRP ルートの制御の前提条件」（P.2）

• 「PfR を使用した EIGRP ルートの制御の制約事項」（P.2）

• 「PfR を使用した EIGRP ルートの制御の概要」（P.2）

• 「PfR で EIGRP ルート制御を設定する方法」（P.5）

• 「PfR を使用した EIGRP ルートの制御の設定例」（P.9）

• 「参考資料」（P.10）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  PfR を使用した EIGRP ルートの制御の前提条件
• 「PfR を使用した EIGRP ルートの制御の機能情報」（P.12）

PfR を使用した EIGRP ルートの制御の前提条件
この機能は、EIGRP がすでにネットワークで設定されていること、および PfR の基本機能も設定され

ていることを前提とします。詳細については、「参考資料」（P.10）を参照してください。

PfR を使用した EIGRP ルートの制御の制約事項
• PfR はスプリット トンネリングをサポートしません。

• PfR はハブツースポーク リンクだけをサポートします。スポークツースポーク リンクはサポート

されていません。EIGRP をネットワークの mGRE DMVPN トポロジに導入する場合は、ハブ ア
ンド スポーク ネットワーク設計に準拠している必要があります。

• PfR は、DMVPN Multipoint GRE（mGRE; マルチポイント GRE）導入でサポートされています。

同じ宛先 IP アドレスに対して複数のネクスト ホップがあるマルチポイント インターフェイス導入

（イーサネットなど）はサポートされていません。

PfR を使用した EIGRP ルートの制御の概要
• 「PfR EIGRP ルート制御」（P.2）

• 「PfR および mGRE Dynamic Multipoint VPN」（P.3）

PfR EIGRP ルート制御

PfR EIGRP mGRE DMVPN ハブアンドスポーク サポート機能により、PfR で EIGRP ルートを制御で

きるようになっています。この機能がイネーブルの場合、既存の BGP およびスタティック ルート デー

タベースのほか、EIGRP データベースで、PfR プレフィクスおよびルートを制御する親ルート チェッ

クが実行されます。

PfR では、プレフィクスのパスの 適化だけが行われます。ルーティング プロトコルには完全一致

ルートと、それよりも一致度が低いルート（親ルートとも呼ばれます）があります。PfR によって制御

されるのは、親ルートと完全一致するルートまたは一致度が高いルートです。たとえば、PfR で 
10.1.1.0/24 を制御するとき、EIGRP ルーティング テーブルに存在するルートが 10.1.0.0/16 だけの場

合、親ルートは 10.1.0.0/16 となり、PfR は 10.1.1.0/24 を EIGRP ルーティング テーブルに追加しま

す。

完全一致の親ルートが EIGRP ルーティング テーブルで見つかった場合、PfR はメトリックに影響を与

え、マスター コントローラが選択した出口にルートを設定しようとします。完全一致の親ルートが見

つからなかった場合、PfR は親の属性に一致する新しいルートを EIGRP テーブルに追加します。その

ルートが EIGRP テーブルに正常に設定されると、PfR はその EIGRP の親を保存し、親ルートへの

アップデートをすべて登録します。親ルートが削除されると、PfR はこの親ルートに基づいて EIGRP 
テーブルに追加したすべてのルートを制御しなくなります。

PfR は、制御しているプレフィクスのトラフィック パフォーマンスを、NetFlow を使用してパッシブ

に、または IP SLA プローブを使用してアクティブに監視します。遅延、損失、到達可能性などのパ

フォーマンス統計情報が収集され、プレフィクスに設定された一連のポリシーと比較されます。トラ
2
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  PfR を使用した EIGRP ルートの制御の概要
フィックのパフォーマンスがポリシーに従っていない場合、そのプレフィクスは Out-of-Policy（OOP; 
ポリシー違反）と呼ばれます。プレフィクスが OOP の状態になった場合、PfR は代替パスを検索しま

す。

BGP とスタティック ルートの両方の制御がデフォルトでイネーブルになっている場合は、EIGRP ルー

ト制御を設定する必要があります。PfR は常に、 初に BGP を使用してプレフィクスを制御しようと

します。BGP ルート制御が失敗すると、スタティック ルート制御が試行されます。EIGRP ルート制御

がイネーブルな場合、PfR は 初に BGP を使用してプレフィクスを制御しようとします。親ルートが

見つからない場合、EIGRP ルート制御が試行されます。EIGRP ルート制御が失敗すると、スタティッ

ク ルート制御が試行されます。

プレフィクスの代替パスを検索するため、PfR はボーダー ルータにあるすべての外部インターフェイ

スから送信先プレフィクス ネットワークの一連のホストに、アクティブ プローブを送信します。外部

インターフェイスでアクティブ プローブが送信される前に、ルーティング プロトコル テーブルで親

ルートが検索されます。PfR EIGRP mGRE DMVPN ハブアンドスポーク サポート機能がイネーブルの

場合、PfR は BGP およびスタティック ルーティング テーブルのほか、EIGRP ルーティング テーブル

でも、親ルートをチェックしてから外部インターフェイスでアクティブ プローブを送信します。

EIGRP ルーティング テーブルに親ルートを持つすべての外部インターフェイスで、アクティブ プロー

ブが開始されます。プローブのアクティビティが完了してタイマーの期限が切れると、ボーダー ルー

タからマスター コントローラへ統計情報が送信され、ポリシーの決定と 適な出口の選択が行われま

す。

出口が選択されると、その出口を持ったボーダー ルータにプレフィクス制御コマンドが送信され、

ルートのインストールまたは変更用プロトコルとして EIGRP が指定されます。ボーダー ルータはコマ

ンドを受信すると、EIGRP テーブルをチェックして親ルートを検索します。親ルートが見つかった場

合は、PfR が EIGRP テーブルでルートをインストールまたは変更し、ルート制御の状態をマスター コ
ントローラに通知します。

EIGRP ルートが正常にインストールされてドメインにアドバタイズされた場合、PfR はこのプレフィ

クスのトラフィック パフォーマンスを引き続き監視し、プレフィクスが OOP になった場合は前述した

アクションを実行します。

PfR 制御モードの詳細と、BGP、スタティック ルート、ポリシーベース ルーティング、Protocol 
Independent Route Optimization（PIRO）などのその他の PfR 出口リンクの選択制御の詳細について

は、「Understanding Performance Routing」モジュールおよび「Performance Routing - Protocol 
Independent Route Optimization (PIRO)」モジュールを参照してください。

PfR および mGRE Dynamic Multipoint VPN
パフォーマンス ルーティングは、Dynamic Multipoint VPN（DMVPN）トポロジの mGRE インター

フェイスでサポートされています。DMVPN により、IPsec 暗号化 VPN ネットワークのゼロタッチ導

入が可能になります。通常の DMVPN 導入では、EIGRP ネットワークが使用されます。PfR により、

DMVPN ネットワーク導入において、DMVPN ネットワーク内で EIGRP ルートを制御できるようにな

りました。PfR EIGRP ルート制御の実装では、ハブツースポークのネットワーク設計だけがサポート

されます。

DMVPN トポロジにおいて、mGRE インターフェイスは、1 対多のインターフェイスとして機能し、

接続された各ブランチのダイナミック作成を可能にします。

図 1 に、一般的なデュアル DMVPN トポロジを示します。この図では、本社（R2）に、DMVPN ネッ

トワーク（DMVPN 1 または DMVPN 2）あるいは MPLS-GETVPN ネットワークのいずれかを使用し

てリモート サイト スポークに接続されるハブ（hub1）が 1 つあります。
3
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リモート サイト 1（RS1）には、DMVPN1 および DMVPN2 ネットワークを使用してハブに接続され

るスポーク 1 および 2 があります。リモート サイト 2（RS2）には、スポーク 3 があり、DMVPN1 
ネットワークだけを使用してハブに接続されます。つまり、RS2 には冗長性がなく、パフォーマンス

適化は、ハブと RS2 間だけで実行されます。リモート サイト 3（RS3）には、DMVPN2 ネットワー

クおよび MPLS-GETVPN ネットワークを使用してハブに接続されるスポーク 3 があります。

図 1 PfR デュアル DMVPN トポロジ

PfR がネットワークで設定されている場合、システムは次の機能を実行できます。

• mGRE インターフェイスで PfR トラフィック クラスのパフォーマンスを制御および測定する。

• PfR 外部インターフェイスとして設定されるマルチポイント インターフェイス上のトラフィック

でロード バランスを実行する。たとえば、2 つの DMVPN クラウドを使用するトポロジでは、PfR 
は、ネットワーク パフォーマンスが維持されるように、2 つのトンネル インターフェイス間のト

ラフィックでロード バランスを実行するように設定できます。

• マルチポイント インターフェイス間におけるトラフィックで再ルーティングを行って、パフォー

マンスを改善する。たとえば、スポークへの 適なパス、およびスポークからハブへの 適なパス

を選択するように、PfR ポリシーを設定できます。

• プライマリ接続が失敗した場合にバックアップ接続を提供する。たとえば、1 つの 
MPLS-GETVPN および 1 つの DMVPN 接続を使用するトポロジでは、MPLS-GETVPN クラウド

はプライマリ接続として機能し、プライマリ接続が失敗した場合に DMVPN 接続を使用するよう

に PfR クラウドを設定できます。
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  PfR で EIGRP ルート制御を設定する方法
DMVPN トポロジは、ハブツースポーク機能には、マルチポイント GRE（mGRE）のようなプロトコ

ルを使用し、スポークツースポーク機能には、Next Hop Resolution Protocol（NHRP）を使用します。

mGRE DMVPN ネットワークの設定の詳細については、「Dynamic Multipoint VPN」モジュールを参照

してください。DMVPN の一般的な情報については、http://www.cisco.com/go/dmvpn を参照してくだ

さい。

PfR で EIGRP ルート制御を設定する方法
• 「PfR EIGRP ルート制御のイネーブル化とコミュニティ値の設定」（P.5）

• 「PfR EIGRP ルート制御のディセーブル化」（P.6）

• 「PfR による EIGRP 制御ルートの手動確認」（P.7）

PfR EIGRP ルート制御のイネーブル化とコミュニティ値の設定

EIGRP ルート制御をイネーブルにするには、マスター コントローラで次のタスクを実行します。BGP 
とスタティック ルートの制御はいずれもデフォルトでイネーブルになっていますが、EIGRP ルート制

御は Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）コマンド、mode route 
metric eigrp を使用してイネーブルにする必要があります。PfR は常に、 初に BGP を使用してプレ

フィクスを制御しようとします。BGP ルート制御が失敗すると、スタティック ルート制御が試行され

ます。EIGRP ルート制御がイネーブルな場合、PfR は 初に BGP を使用してプレフィクスを制御しよ

うとします。親ルートが見つからない場合、EIGRP ルート制御が試行されます。EIGRP ルート制御が

失敗すると、スタティック ルート制御が試行されます。

このタスクでは、追加された EIGRP ルートに対して、そのルートを一意に識別できる拡張コミュニ

ティ値も設定できます。EIGRP ルートは、トラフィック クラスによって定義されるトラフィックがポ

リシー違反（OOP）になったときに、そのトラフィックを制御するために PfR によって挿入されるこ

とがあります。次のタスクでは、PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードで mode 
route control コマンドにより PfR ルート制御モードがグローバルに設定され、挿入される EIGRP ルー

トは 700 の値でタグ付けされます。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr master 

4. mode route control

5. mode route metric eigrp tag community 

6. end
5

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_DMVPN.html
http://www.cisco.com/go/dmvpn


 

パフォーマンス ルーティングの mGRE DMVPN ハブアンドスポーク サポートを使用した EIGRP ルートの制御

  PfR で EIGRP ルート制御を設定する方法
手順の詳細

PfR EIGRP ルート制御のディセーブル化

（注） このタスクが完了すると、EIGRP プロトコルを使用して制御されるすべてのルートが PfR で削除され

ます。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr master 

4. no mode route metric eigrp

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとしてルー

タを設定し、グローバル処理およびポリシーを設定し

ます。

ステップ 4 mode route control

例：
Router(config-pfr-mc)# mode route control

マスター コントローラで PfR ルート制御モードを設定

します。

• route および control キーワードにより、ルート制

御モードがイネーブルになります。制御モードで

は、マスター コントローラが監視対象トラフィッ

ク クラスを分析し、ポリシー パラメータに基づい

て変更を実行します。

ステップ 5 mode route metric eigrp tag community 

例：
Router(config-pfr-mc)# mode route metric eigrp 
tag 7000

EIGRP ルート制御をイネーブルにして、追加された 
EIGRP ルートの EIGRP タグとコミュニティ番号値を

設定します。

• tag キーワードを使用して、PfR が制御する 
EIGRP ルートにタグを適用します。community 引
数は 1 ～ 65535 の数字です。

ステップ 6 end 

例：
Router(config-pfr-mc)# end 

PfR マスター コントローラ 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。
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5. end

手順の詳細

PfR による EIGRP 制御ルートの手動確認

PfR は、NetFlow 出力を使用して、ネットワーク内のルート制御を自動的に確認します。PfR は 
NetFlow メッセージを監視し、メッセージでルート制御変更を確認できない場合は、トラフィック ク
ラスを制御しません。PfR 制御フェーズで実行されたトラフィック制御が実際にトラフィック フロー

を変更し、OOP イベントをポリシー準拠に変更したことを手動で確認する場合は、この任意のタスク

のステップを実行します。

このタスクのすべてのステップは任意ですが、順番は任意ではありません。これらのステップから得ら

れる情報では、トラフィック クラスに関連付けられた特定のプレフィクスが、別の出口リンク イン

ターフェイスまたは入口リンク インターフェイスに移動されたか、または PfR によって制御されてい

るかを確認できます。 初の 2 つのコマンドは、マスター コントローラで入力します。 後の 2 つの

コマンドは、ボーダー ルータで入力します。

このタスクで使用されている show コマンドの一部については、部分的なコマンド構文だけを示してい

ます。PfR show コマンドの詳細については、『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』
を参照してください。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとしてルー

タを設定し、グローバル処理およびポリシーを設定し

ます。

ステップ 4 no mode route metric eigrp

例：
Router(config-pfr-mc)# no mode route metric 
eigrp

EIGRP ルート制御をディセーブルにして、EIGRP プ
ロトコルを使用して制御されるすべてのルートを削除

します。

ステップ 5 end 

例：
Router(config-pfr-mc)# end 

PfR マスター コントローラ 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。
7
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前提条件

このタスクは、PfR を使用した EIGRP ルート制御をイネーブルにしていることを前提条件とします。

PfR EIGRP ルート制御をイネーブルにするには、「PfR EIGRP ルート制御のイネーブル化とコミュニ

ティ値の設定」（P.5）を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. show pfr master prefix prefix [detail]

3. ボーダー ルータに移動して、次のステップを開始します。

4. enable

5. show pfr border routes eigrp [parent]

手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2 show pfr master prefix prefix [detail]

このコマンドは、監視対象プレフィクスの状態を表示するために使用します。このコマンドからの出力

には、送信元ボーダー ルータ、現在の出口インターフェイス、プロトコル、プレフィクス遅延、出口

インターフェイスの帯域幅、および入口インターフェイスの帯域幅に関する情報が含まれています。こ

の例では、プレフィクス 10.1.0.0/16 に表示されるプロトコルは EIGRP です。つまり、トラフィック 
クラスの親ルートが EIGRP ルーティング テーブルに存在し、EIGRP のコミュニティ値がプレフィク

スの制御に使用されています。このステップでは、次のタスクに関連する構文だけを示します。

Router# show pfr master prefix 10.1.0.0

OER Prefix Statistics:
 Pas - Passive, Act - Active, S - Short term, L - Long term, Dly - Delay (ms),
 P - Percentage below threshold, Jit - Jitter (ms), 
 MOS - Mean Opinion Score
 Los - Packet Loss (packets-per-million), Un - Unreachable (flows-per-million),
 E - Egress, I - Ingress, Bw - Bandwidth (kbps), N - Not applicable
 U - unknown, * - uncontrolled, + - control more specific, @ - active probe all
 # - Prefix monitor mode is Special, & - Blackholed Prefix
 % - Force Next-Hop, ^ - Prefix is denied

Prefix                  State     Time Curr BR         CurrI/F         Protocol
                      PasSDly  PasLDly   PasSUn   PasLUn  PasSLos  PasLLos
                      ActSDly  ActLDly   ActSUn   ActLUn      EBw      IBw
                      ActSJit  ActPMOS
--------------------------------------------------------------------------------
10.1.0.0/16           DEFAULT*      @69 10.1.1.1        Gi1/22          EIGRP    
                            U        U        0        0        0        0
                            U        U        0        0       22        8
                            N        N

ステップ 3 ボーダー ルータに移動して、次のステップを開始します。

次のコマンドは、マスター コントローラではなく、ボーダー ルータで入力します。
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ステップ 4 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 5 show pfr border routes eigrp [parent]

このコマンドは、ボーダー ルータで入力します。ボーダー ルータ上の PfR 制御 EIGRP ルートに関す

る情報を表示するには、このコマンドを使用します。この例の出力では、PfR によって制御される 
10.1.2.0/24 プレフィクスが示されます。このコマンドは、EIGRP ルーティング テーブルで親ルートが

特定された場合に、親ルートの検索と既存の親ルートへのルート変更を表示するときに使用されます。

Router# show pfr border routes eigrp

Flags: C - Controlled by oer, X - Path is excluded from control, 
       E - The control is exact, N - The control is non-exact

Flags Network            Parent             Tag       
CE    10.1.2.0/24        10.0.0.0/8         5000

この例では、parent キーワードが使用されていて、親ルートの検索に関する詳細情報が表示されます。

Router# show pfr border routes eigrp parent

Network Gateway Intf Flags 
10.0.0.0/8   10.40.40.2  Ethernet4 1 

Child Networks

Network Flag
10.1.2.0/24  6 

トラブルシューティングのヒント

show コマンドの出力に、EIGRP ルート制御を確認する内容が示されなかった場合は、debug pfr 
border routes eigrp コマンドをオプションの detail キーワードとともに使用すると詳細を確認できま

す。必要なコマンドを入力する前にデバッグをイネーブルにする必要があります。また、デバッグ出力

は、続いて入力するコマンドによって異なります。

PfR を使用した EIGRP ルートの制御の設定例
• 「例：PfR EIGRP ルート制御のイネーブル化とコミュニティ値の設定」（P.9）

例：PfR EIGRP ルート制御のイネーブル化とコミュニティ値の設定

次の設定例では、 初に PfR ルート制御をイネーブルにし、次に EIGRP ルート制御をイネーブルにし

て、追加された EIGRP ルートに拡張コミュニティ値 700 を設定しています。

pfr master 
 mode route control
 mode route metric eigrp tag 700 
 end
9
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次の作業
このモジュールでは、PfR EIGRP ルート制御について説明していて、PfR テクノロジーを熟知してい

ることを前提としています。PfR の詳細については、「関連資料」（P.10）に記載された資料を参照して

ください。

参考資料

関連資料

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

EIGRP ルーティング プロトコル コマンド 『Cisco IOS IP Routing: EIGRP Command Reference』
mGRE DMVPN ネットワークの設定 「Dynamic Multipoint VPN」

DMVPN テクノロジーに関する一般的な情報 http://www.cisco.com/go/dmvpn

コマンド ルックアップ ツール http://tools.cisco.com/Support/CLILookup
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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PfR を使用した EIGRP ルートの制御の機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 PfR を使用した EIGRP ルートの制御の機能情報

機能名 リリース 機能情報

PfR EIGRP mGRE DMVPN ハブアンドスポー

ク サポート

12.2(33)SRE
15.0(1)M
15.0(1)S

PfR EIGRP 機能では、EIGRP データベースで親ルート 
チェックを行うことにより、EIGRP に基づいて PfR ルー

トを制御できます。また、ハブツースポーク ネットワーク

設計に準拠する mGRE Dynamic Multipoint VPN
（DMVPN）導入のサポートも追加します。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。debug pfr border routes、mode（PfR）、show pfr 
border routes、および show pfr master prefix。
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PfR 管理の出口リンクとしての VPN 
IPsec/GRE トンネル インターフェイスの
設定

このモジュールには、IP Security（IPsec; IP セキュリティ）/Generic Routing Encapsulation（GRE; 総
称ルーティング カプセル化）トンネル インターフェイスを PfR 管理の出口リンクとして設定する方法

について説明している Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）ソリューションが

記載されています。VPN IPsec/GRE Tunnel Optimization ソリューションは、ネットワークベースの 
IPsec Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）だけをサポートしてい

ます。

PfR は、ネットワーク間の複数の接続に対し、自動ルート 適化と負荷分散を行います。PfR は、IP 
トラフィックを監視してから、プレフィクスのパフォーマンス、リンクの負荷分散、リンク帯域幅の金

銭的コスト、およびトラフィック タイプに基づいてポリシーとルールを定義できる、統合型の Cisco 
IOS ソリューションです。PfR は、アクティブ モニタリング システム、パッシブ モニタリング システ

ム、障害のダイナミック検出、およびパスの自動修正を実行できます。PfR を導入することによって、

インテリジェントな負荷分散や、企業ネットワーク内での 適なルート選択が可能になります。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな

いことがあります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情

報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「PfR 管理の出口リンクとしての VPN 
IPsec/GRE トンネル インターフェイスの設定の機能情報」（P.20）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。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。
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.
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  マニュアルの内容
マニュアルの内容
• 「PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの設定に関する前提

条件」（P.2）

• 「PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの設定に関する制約

事項」（P.2） 

• 「PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの設定の概要」（P.3） 

• 「PfR 管理の出口リンクとして VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスを設定する方法」（P.4） 

• 「PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの設定例」（P.10） 

• 「次の作業」（P.18）

• 「参考資料」（P.18）

• 「PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの設定の機能情報」

（P.20）

PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル 
インターフェイスの設定に関する前提条件

• VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスを PfR 管理の出口リンクとして実装するには、PfR の
機能および PfR ネットワーク コンポーネントの設定方法について理解する必要があります。詳細

については、「Understanding Performance Routing」モジュール、「Configuring Basic Performance 
Routing」モジュール、および「Configuring Advanced Performance Routing」モジュールを参照

してください。その他の PfR 機能モジュールのリストについては、「関連資料」（P.18）を参照して

ください。

• Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディング）は、すべての参加ルー

タでイネーブルにする必要があります。

• ルーティング プロトコル ピアリングまたはスタティック ルーティングが、PfR 管理のネットワー

クで設定されている必要があります。

• 標準の Cisco PfR ボーダー ルータおよびマスター コントローラ設定が完了している必要がありま

す。

PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル 
インターフェイスの設定に関する制約事項

Cisco IOS PfR は、IPsec/GRE トンネル インターフェイスを介してルーティングされるプレフィクスの

適化をサポートします。GRE およびマルチポイント GRE VPN トンネルだけがサポートされていま

す。
2
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PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル 
インターフェイスの設定の概要

• 「VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの 適化」（P.3）

• 「IPsec over GRE トンネルを使用したルート プレフィクスの保護」（P.4）

VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの最適化

Cisco IOS PfR は、IPsec/GRE トンネル インターフェイスを介してルーティングされるプレフィクスの

適化をサポートします。VPN トンネル インターフェイスは、マスター コントローラの PfR 外部イン

ターフェイスとして設定されます。図 1 に、VPN トラフィックを 適化するように設定された PfR 管
理のネットワークを示します。ここでは、Cisco IOS PfR は、セントラル オフィスおよびリモート オ
フィスに導入されます。

図 1 VPN ルーティングが最適化された Cisco IOS PfR ネットワーク 

この拡張により、2 方向の VPN 適化の設定が可能になります。マスター コントローラおよびボー

ダー ルータ プロセスは、VPN の両側でイネーブルになります。各サイトでは、マスター コントロー

ラ データベースが別々に保持されます。VPN ルートは、トンネル インターフェイスを介してダイナ

ミックに学習したり、または設定したりできます。プレフィクスおよび出口リンク ポリシーは、標準

の Cisco IOS PfR 設定を介して VPN プレフィクスで設定されます。
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IPsec over GRE トンネルを使用したルート プレフィクスの保護

IPsec-to-GRE モデルでは、サービス プロバイダーは、IP バックボーンを介して VPN サービスを提供

できます。セントラルおよびリモート VPN クライアントの両方は、IPsec-to-IPsec モデルに従い終了

します。プレフィクスは、GRE トンネルを使用してカプセル化されます。GRE パケットは IPsec によ

り保護されます。カプセル化されたプレフィクスは、セントラル VPN サイトから、GRE のもう一方の

エンドポイントであるカスタマー ヘッドエンド ルータに転送されます。IPsec で保護される GRE パ
ケットにより、サービス プロバイダー ネットワークの IP バックボーンに安全な接続が提供されます。

IPsec over GRE トンネルの設定の詳細については、次の URL で公開されている『Dynamic Multipoint 
IPsec VPNs (Using Multipoint GRE/NHRP to Scale IPsec VPNs)』マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk372/technologies_white_paper09186a008018983e.shtml

PfR 管理の出口リンクとしての GRE トンネル インターフェイスの設定 
ボーダー ルータの GRE トンネル インターフェイスは、マスター コントローラの PfR 外部インター

フェイスとして設定します。PfR 管理のネットワークの個別の物理インターフェイスに、少なくとも 2 
つの外部トンネル インターフェイスを設定する必要があります。これらのインターフェイスは、単一

のボーダー ルータまたは複数のボーダー ルータで設定できます。内部インターフェイスは、通常、

ボーダー ルータにあり、マスター コントローラが到達可能な物理インターフェイスを使用して設定し

ます。

PfR 管理の出口リンクとして VPN IPsec/GRE トンネル 
インターフェイスを設定する方法

• 「GRE トンネルを介した IPsec VPN プレフィクスの監視および制御のための PfR の設定」（P.4）

GRE トンネルを介した IPsec VPN プレフィクスの監視および制御のため
の PfR の設定 

GRE トンネルを介した IPsec VPN を設定するには、次のタスクを実行します。 初に、IPsec VPN は
ボーダー ルータで設定され、トンネル インターフェイスはマスター コントローラで PfR 管理の外部イ

ンターフェイスとして設定されます。このタスクでは、IKE ポリシーの定義、トランスフォーム セッ

トの設定、クリプト プロファイルおよびクリプト マップの定義、GRE トンネルの設定を行います。

このタスクの GRE トンネルおよび IPsec 保護は、ボーダー ルータで設定されます。このタスクの設定

手順は、単一のトンネルの設定方法を示しています。PfR 管理のネットワークのボーダー ルータに、

少なくとも 2 つのトンネルを設定する必要があります。IPsec 設定は、各トンネル エンドポイント（セ

ントラルおよびリモート サイト）で適用する必要があります。

制約事項

Cisco IOS PfR は、IPsec/GRE VPN だけをサポートします。他の VPN タイプはサポートされていませ

ん。
4
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec security-association lifetime {seconds seconds | kilobytes kilobytes} 

4. crypto ipsec transform-set transform-set-name transform1 [transform2] [transform3] [transform4] 

5. mode [tunnel | transport] 

6. exit 

7. crypto map map-name seq-num [ipsec-isakmp] 

8. set peer {host-name [dynamic] [default] | ip-address [default]} 

9. set transform-set transform-set-name [transform-set-name2...transform-set-name6] 

10. match address [access-list-id | name] 

11. exit 

12. crypto ipsec profile name 

13. set transform-set transform-set-name [transform-set-name2...transform-set-name6] 

14. exit 

15. crypto map map-name local-address interface-id 

16. crypto isakmp key encryption-level key-string {address peer-address [mask] | hostname name} 
[no-xauth] 

17. crypto isakmp keepalive seconds [retries] [periodic | on-demand] 

18. crypto isakmp policy priority 

19. encryption {des | 3des | aes | aes 192 | aes 256} 

20. authentication {rsa-sig | rsa-encr | pre-share} 

21. exit 

22. interface type number [name-tag] 

23. ip address ip-address mask [secondary] 

24. crypto map map-name [redundancy standby-name]

25. exit 

26. interface type number [name-tag] 

27. ip address ip-address mask [secondary] 

28. keepalive [period [retries]]

29. bandwidth {kbps | inherit [kbps]}

30. tunnel mode gre ip 

31. tunnel source {ip-address | interface-type interface-number} 

32. tunnel destination {host-name | ip-address} 

33. tunnel protection ipsec profile name [shared] 

34. exit 

35. ip route prefix mask {ip-address | interface-type interface-number [ip-address]} [dhcp] [distance] 
[name] [permanent] [tag tag]
5
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36. access-list access-list-number [dynamic dynamic-name [timeout minutes]] {deny | permit} 
protocol source source-wildcard destination destination-wildcard [precedence precedence] [tos tos] 
[log | log-input] [time-range time-range-name] [fragments] 

37. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec security-association lifetime 
{seconds seconds | kilobytes kilobytes}

例：
Router(config)# crypto ipsec 
security-association lifetime kilobytes 
530000000

IPsec セキュリティ アソシエーションのネゴシエー

ション時に使用されるグローバル ライフタイム値を

設定します。

• この例では、このセキュリティ アソシエーショ

ンの IPsec ピア間で転送できるトラフィックの

ボリュームを KB 単位で設定しています。

ステップ 4 crypto ipsec transform-set transform-set-name 
transform1 [transform2] [transform3] 
[transform4] 

例：
Router(config)# crypto ipsec transform-set 
VPN_1 esp-des esp-3des esp-sha-hmac 

クリプト トランスフォーム コンフィギュレーション 
モードを開始して、トランスフォーム セット（セ

キュリティ プロトコルとアルゴリズムの有効な組み

合わせ）を作成または変更します。

• この例では、認証に 56 ビット Data Encryption 
Standard（DES; データ暗号規格）、168 ビット 
DES、または Secure Hash Algorithm（SHA）

を指定します。

ステップ 5 mode [tunnel | transport]

例：
Router(cfg-crypto-trans)# mode transport

トランスフォーム セットのモードを設定します。

• この例では、モードを transport に設定します。

デフォルト モードは、tunnel です。tunnel モー

ドでは、パケット全体が保護されます。

transport モードでは、ペイロードだけが保護さ

れます。カプセル化は GRE により実行されま

す。

ステップ 6 exit

例：
Router(cfg-crypto-trans)# exit 

クリプト トランスフォーム コンフィギュレーション 
モードを終了して、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。

ステップ 7 crypto map map-name seq-num [ipsec-isakmp] 

例：
Router(config)# crypto map TUNNEL 10 
ipsec-isakmp

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを開

始して、クリプト マップを作成または変更します。

• この例では、TUNNEL という名前のクリプト 
マップを作成し、セキュリティ アソシエーショ

ンを確立するように IKE を設定します。
6
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ステップ 8 set peer {host-name [dynamic] [default] | 
ip-address [default]}

例：
Router(config-crypto-map)# set peer 10.4.9.81 

クリプト マップ エントリで IPsec ピアを指定しま

す。

ステップ 9 set transform-set transform-set-name 
[transform-set-name2...transform-set-name6] 

例：
Router(config-crypto-map)# set transform-set 
VPN_1

クリプト マップ エントリで使用できるトランス

フォーム セットを指定します。

• ステップ 4 で設定した、トランスフォーム セッ

ト VPN_1 を指定します。

ステップ 10 match address [access-list-id | name] 

例：
Router(config-crypto-map)# match address 100

拡張アクセス リストを指定して、クリプト マップ エ
ントリの IPsec ピアを定義します。

• アクセス リストは、ステップ 36 で定義します。

ステップ 11 exit

例：
Router(config-crypto-map)# exit 

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを終

了して、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。

ステップ 12 crypto ipsec profile name 

例：
Router(config)# crypto ipsec profile PFR 

2 つの IPsec ルータ間の IPsec 暗号化に使用される 
IPsec パラメータを定義して、IPsec プロファイル コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

• この例では、PFR という名前のプロファイルを

作成します。

ステップ 13 set transform-set transform-set-name 
[transform-set-name2...transform-set-name6] 

例：
Router(ipsec-profile)# set transform-set VPN_1 

クリプト マップ エントリで使用できるトランス

フォーム セットを指定します。

• ステップ 4 で設定した、トランスフォーム セッ

ト VPN_1 を指定します。

ステップ 14 exit

例：
Router(ipsec-profile)# exit 

IPsec プロファイル コンフィギュレーション モード

を終了して、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。

ステップ 15 crypto map map-name local-address interface-id 

例：
Router(config)# crypto map TUNNEL local-address 
FastEthernet 0/0 

定義したクリプト マップを指定のインターフェイス

に適用します。

• この例では、TUNNEL という名前のクリプト 
マップをインターフェイス FastEthernet 0/0 に適

用します。

ステップ 16 crypto isakmp key encryption-level key-string 
{address peer-address [mask] | hostname name} 
[no-xauth]

例：
Router(config)# crypto isakmp key 0 CISCO 
address 10.4.9.81 no-xauth

事前共有認証キーを作成します。

• この例では、暗号化レベル 0 を設定して、拡張

認証に IPsec ピアを要求しないようにルータを

設定します。ただし、暗号化レベルまたは認証

レベルは指定できます。

コマンドまたはアクション 目的
7
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ステップ 17 crypto isakmp keepalive seconds [retries] 
[periodic | on-demand] 

例：
Router(config)# crypto isakmp keepalive 10 

ゲートウェイからピアに Dead Peer Detection
（DPD）メッセージを送信できるようにします。

ステップ 18 crypto isakmp policy priority 

例：
Router(config)# crypto isakmp policy 1

Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー 
エクスチェンジ）ポリシーを定義して、ISAKMP ポ
リシー コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 19 encryption {des | 3des | aes | aes 192 | aes 
256} 

例：
Router(config-isakmp)# encryption 3des 

IKE ポリシー内での暗号化アルゴリズムを指定しま

す。

• この例では、168 ビット DES 暗号化を指定しま

す。

ステップ 20 authentication {rsa-sig | rsa-encr | pre-share} 

例：
Router(config-isakmp)# authentication pre-share

IKE ポリシー内での認証方式を指定します。

• この例では、事前共有キーが使用されるように

指定します。

ステップ 21 exit 

例：
Router(config-isakmp)# exit 

ISAKMP ポリシー コンフィギュレーション モード

を終了して、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。

ステップ 22 interface type number [name-tag] 

例：
Router(config)# interface FastEthernet0/0

インターフェイス タイプを設定し、インターフェイ

ス コンフィギュレーション モードを開始します。

• 物理インターフェイスは、ここで定義されます。

ステップ 23 ip address ip-address mask [secondary] 

例：
Router(config-if)# ip address 10.4.9.14 
255.255.255.0

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスま

たはセカンダリ IP アドレスを設定します。

ステップ 24 crypto map map-name [redundancy standby-name] 

例：
Router(config-if)# crypto map TUNNEL

クリプト マップ セットをインターフェイスに適用し

ます。

• この例では、ステップ 7 で定義された、

TUNNEL という名前のクリプト マップを指定

します。

ステップ 25 exit 

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを

終了して、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。

ステップ 26 interface type number [name-tag] 

例：
Router(config)# interface Tunnel0 

インターフェイス タイプを設定し、インターフェイ

ス コンフィギュレーション モードを開始します。

• トンネル インターフェイスは、ここで定義され

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 27 ip address ip-address mask [secondary] 

例：
Router(config-if) ip address 10.100.2.1 
255.255.0.0 

インターフェイスに対するプライマリ IP アドレスま

たはセカンダリ IP アドレスを設定します。

ステップ 28 keepalive [period [retries]] 

例：
Router(config-if) keepalive 30 5

キープアライブ パケットをイネーブルにし、Cisco 
IOS ソフトウェアがインターフェイスをダウンさせ

る前に、またはトンネル プロトコルを特定のイン

ターフェイスでダウンさせる前に応答なしでキープ

アライブ パケットを送信する回数を指定します。

ステップ 29 bandwidth {kbps | inherit [kbps]} 

例：
Router(config-if)# bandwidth 500

Router(config-if)# bandwidth inherit 

インターフェイスの現在の帯域幅値をより高いレベ

ルのプロトコルに設定し通信します。

ステップ 30 tunnel mode gre ip

例：
Router(config-if)# tunnel mode gre ip

トンネル インターフェイスの暗号化モードを設定し

ます。

（注） ここでは構文の一部だけを示します。詳細に

ついては、『Cisco IOS Interface and 
Hardware Component Command Reference』
を参照してください。

ステップ 31 tunnel source {ip-address | interface-type 
interface-number} 

例：
Router(config-if)# tunnel source 10.4.9.14

トンネル インターフェイスの送信元アドレスを設定

します。

• この例の送信元インターフェイスは、ステッ

プ 22 で定義しました。インターフェイス名また

は IP アドレスを指定できます。

ステップ 32 tunnel destination {host-name | ip-address} 

例：
Router(config-if)# tunnel destination 10.4.9.81

トンネル インターフェイスの宛先を指定します。

• リモート トンネル エンドポイントが接続される

物理インターフェイスの IP アドレスをここで設

定します。

ステップ 33 tunnel protection ipsec profile name [shared]

例：
Router(config-if)# tunnel protection ipsec 
profile PFR

トンネル インターフェイスを IPsec プロファイルに

関連付けます。

• この例で設定する PFR という名前の IPsec プロ

ファイルは、ステップ 19 で定義しています。

ステップ 34 exit 

例：
Router(config-if)# exit 

インターフェイス コンフィギュレーション モードを

終了して、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。

ステップ 35 ip route prefix mask {ip-address | 
interface-type interface-number [ip-address]} 
[dhcp] [distance] [name] [permanent] [tag tag] 

例：
Router(config)# ip route 10.2.2.2 
255.255.255.255 Tunnel0 

スタティック ルートを確立します。

• トンネル宛先ホストまたはネットワークのデ

フォルト ルートを設定します。

コマンドまたはアクション 目的
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PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル 
インターフェイスの設定例

• 「例：GRE/IPsec VPN プレフィクスの監視および制御のための PfR の設定」（P.10）

例：GRE/IPsec VPN プレフィクスの監視および制御のための PfR の設定

図 2 に、1 つのセントラル VPN サイトと 2 つのリモート VPN サイトを示します。VPN ピアリングは、

サービス プロバイダー クラウドを介して確立されます。PfR 管理のネットワークは、Cisco IOS PfR 設
定が個別に適用される各サイトで設定します。各サイトには、個別のマスター コントローラおよび

ボーダー ルータ プロセスがあり、個別のマスター コントローラ データベースを保持します。

ステップ 36 access-list access-list-number [dynamic 
dynamic-name [timeout minutes]] {deny | permit} 
protocol source source-wildcard destination 
destination-wildcard [precedence precedence] 
[tos tos] [log | log-input] [time-range 
time-range-name] [fragments] 

例：
Router(config)# access-list 100 permit gre host 
10.4.9.14 host 10.4.9.81

拡張 IP アクセス リストを作成または設定します。

• 拡張アクセス リストは、GRE ホストだけを許可

するように定義します。

• この例のアクセス リストは、ステップ 10 の 
match address ステートメントで参照されます。

ステップ 37 end

例：
Router(config)# end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し

て、特権 EXEC モードを開始します。

コマンドまたはアクション 目的
10
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  PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの設定例
図 2 PfR 管理のネットワークにより制御される VPN サイト

各リモート サイトとセントラル サイトの間に 2 つの GRE トンネルが設定されています。VPN プレ

フィクスは、GRE トンネルで暗号化され、暗号化されたプレフィクスは、IPsec 暗号化で保護されま

す。この例では、セントラル VPN サイト、VPN A および VPN B の設定を示しています。

セントラル VPN 設定：PfR マスター コントローラ

セントラル VPN サイトは、VPN A および VPN B とのピアを確立します。各サイトでは、PfR マップ

を使用して個別のポリシーを定義します。VPN A プレフィクスでは、80 ms の遅延ポリシーが設定さ

れ、ポリシー違反プレフィクスは、ポリシー準拠の 初の出口に送られます。VPN B プレフィクスで

は、40 ms の遅延ポリシーおよび相対損失ポリシーが設定され、ポリシー違反プレフィクスは、利用可

能な 良の出口に送られます。

key chain PFR
key 1
key-string CISCO

!
pfr master
logging
border 10.4.9.6 key-chain PFR
interface Ethernet 0/0 external
interface Ethernet 0/1 internal

!
border 10.4.9.7 key-chain PFR
interface Ethernet 0/0 external
interface Ethernet 0/1 internal

!
mode route control 
mode monitor both 
exit

!
ip prefix VPN A permit 10.4.9.25
pfr-map VPNA 
match ip address prefix-list VPNB
set delay 800 
set mode select-exit good
exit

!
ip prefix VPNB permit 10.4.9.254 
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pfr-map VPNB 
match ip address prefix-list VPNC
set delay 400 
set loss relative 100 
set resolve loss priority 1 variance 10 
set mode select-exit best
end

セントラル VPN 設定：BR1 
次に、BR1 のセントラル VPN 設定の例（グローバル コンフィギュレーション モード）を示します。

key chain PFR
 key 1
  key-string CISCO
!
pfr border 
 local serial 0/1
 master 10.4.9.4 key-chain PFR
!
ip route 10.70.1.0 255.255.255.0 
!
route-map REDISTRIBUTE_STATIC
match tag 5000
set metric -10
exit

!
router eigrp 1 
network 10.70.0.0 0.0.0.255
redistribute static route-map REDISTRIBUTE_STATIC
exit

!
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 530000000
crypto ipsec security-association lifetime second 14400
crypto ipsec transform-set VPN_1 esp-3des esp-sha-hmac 
 mode transport
 exit
!
crypto map TUNNEL 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.4.9.81
 set transform-set VPN_1 
 match address 100 
!
crypto ipsec profile PFR
 set transform-set VPN_1
 exit 
crypto map TUNNEL local-address Ethernet 0/0
!
crypto isakmp key 0 CISCO address 10.4.9.81 no-xauth
crypto isakmp keepalive 10
crypto isakmp policy 1
 encryption 3des
 authentication pre-share
 exit
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.4.9.14 255.255.255.0
 crypto map TUNNEL 
 exit
!
interface Tunnel0
 ip address 10.100.2.1 255.255.0.0
 keepalive 30 5 
 bandwidth 500
12
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 bandwidth inherit
 tunnel mode gre ip
 tunnel source 10.4.9.14
 tunnel destination 10.4.9.81
 tunnel protection ipsec profile PFR
 exit

セントラル VPN 設定：BR2 
次に、BR2 のセントラル VPN 設定の例（グローバル コンフィギュレーション モード）を示します。

key chain PFR
 key 1
  key-string CISCO
!
pfr border 
 local Ethernet 0/1
 master 10.4.9.4 key-chain PFR
!
ip route 10.70.1.0 255.255.255.0
!
route-map REDISTRIBUTE_STATIC
match tag 5000
set metric -10
exit

!
router eigrp 1 
network 10.70.0.0 0.0.0.255
redistribute static route-map REDISTRIBUTE_STATIC

!
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 530000000
crypto ipsec security-association lifetime second 14400
crypto ipsec transform-set VPN_1 esp-3des esp-sha-hmac 
 mode transport
 exit
!
crypto map TUNNEL 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.4.9.82
 set transform-set VPN_1 
 match address 100 
!
crypto ipsec profile PFR
 set transform-set VPN_1
 exit 
crypto map TUNNEL local-address Ethernet 0/0
!
crypto isakmp key 0 CISCO address 10.4.9.82 no-xauth
crypto isakmp keepalive 10
crypto isakmp policy 1
 encryption 3des
 authentication pre-share
 exit
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.4.9.15 255.255.255.0
 crypto map TUNNEL 
 exit
!
interface Tunnel0
 ip address 10.100.2.2 255.255.0.0
 keepalive 30 5 
 bandwidth 500
 bandwidth inherit
 tunnel mode gre ip
13
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 tunnel source 10.4.9.15
 tunnel destination 10.4.9.82
 tunnel protection ipsec profile PFR
end 

セントラル VPN 設定：内部ピア 
次の例に、ボーダー ルータと内部ピアとのピアを確立する EIGRP ルーティング プロセスを示します。

router eigrp 1 
network 10.50.1.0 0.0.0.255 
redistribute static route-map REDISTRIBUTE_STATIC 
end

VPN A 設定：MC/BR 
次に、VPN A 設定の設定例（グローバル コンフィギュレーション モード）を示します。VPN A は、

Small Office Home Office（SOHO）クライアント用に設定されるリモート サイトです。ルータは 1 つ
導入されます。このルータは、サービス プロバイダー B およびサービス プロバイダー E とのピアを確

立します。このネットワークには Interior Gateway Protocol（IGP）は導入されず、セントラル サイト

のリモート トンネル エンドポイントにスタティック ルートだけが設定されています。遅延ポリシー、

損失ポリシー、および 良の出口リンク選択が設定され、トラフィックは、常に、 も低い遅延時間お

よびパケット損失の ISP を経由するようにルーティングされます。解決ポリシーは、損失の優先順位が

高になるように設定されています。この例では、物理インターフェイス設定もルータ IGP ピアリン

グ設定も示されていません。

key chain BR1
 key 1
  key-string CISCO
!

（注） ローカル ボーダー ルータ プロセスはイネーブルです。ボーダー ルータおよびマスター コントローラ 
プロセスは同じルータでイネーブルであるため、ループバック インターフェイス（192.168.0.1）は、

ローカル インターフェイスとして設定されます。

pfr border
 local Loopback0 
 master 192.168.0.1 key-chain BR1
!
pfr master
learn
delay
mode route control 
delay threshold 100
loss relative 200
periodic 300 
mode select-exit good 

resolve loss priority 1 variance 20
resolve delay priority 2 variance 10
!
 border 192.168.0.1 key-chain BR1
  interface Serial0/0 internal
  interface Tunnel0 external
 interface Tunnel0 external
exit

!
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 530000000
crypto ipsec security-association lifetime second 14400
crypto ipsec transform-set VPN_1 esp-3des esp-sha-hmac 
 mode transport
 exit
14
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!
crypto map TUNNEL 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.4.9.81
 set transform-set VPN_1 
 match address 100 
!
crypto ipsec profile PFR
 set transform-set VPN_1
 exit 
crypto map TUNNEL local-address Ethernet 0/0
!
crypto isakmp key 0 CISCO address 10.4.9.81 no-xauth
crypto isakmp keepalive 10
crypto isakmp policy 1
 encryption 3des
 authentication pre-share
 exit
!

interface Ethernet0/0
 ip address 10.4.9.14 255.255.255.0
 crypto map TUNNEL 
 exit
!
interface Tunnel0
 ip address 10.100.2.1 255.255.0.0
 keepalive 30 5 
 bandwidth 500
 bandwidth inherit
 tunnel mode gre ip
 tunnel source 10.4.9.14
 tunnel destination 10.4.9.81
 tunnel protection ipsec profile PFR
 exit
!

（注） この例では、単一のトンネル設定が示されています。VPN 適化を設定するには、トンネルは 2 つ必

要です。

VPN B 設定：PfR マスター コントローラ

次に、VPN B でのマスター コントローラ設定の例（グローバル コンフィギュレーション モード）を示

します。負荷分散およびルート制御モードはイネーブルです。ポリシー違反プレフィクスは、ポリシー

準拠の 初の出口に送られるように設定されています。

key chain PFR 
key 1
key-string CISCO

!
pfr master
logging
border 10.4.9.6 key-chain PFR
interface Ethernet 0/0 external
interface Ethernet 0/1 internal

!
border 10.4.9.7 key-chain PFR
interface Ethernet 0/0 external
interface Ethernet 0/1 internal

!
mode route control 
mode select-exit good 
max-range utilization 
15
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!
learn
delay
end 

VPN B 設定：BR1
次に、BR1 の VPN B 設定の例（グローバル コンフィギュレーション モード）を示します。

key chain PFR
 key 1
  key-string CISCO
!
pfr border 
 local Ethernet 0/1
 master 10.4.9.4 key-chain PFR
!
route-map REDISTRIBUTE_STATIC
match tag 5000
set metric -10
exit

!
router rip
network 10.60.1.0 
redistribute static route-map REDISTRIBUTE_STATIC
end

!
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 530000000
crypto ipsec security-association lifetime second 14400
crypto ipsec transform-set VPN_1 esp-3des esp-sha-hmac 
 mode transport
 exit
!
crypto map TUNNEL 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.4.9.82
 set transform-set VPN_1 
 match address 100 
!
crypto ipsec profile PFR
 set transform-set VPN_1
 exit 
crypto map TUNNEL local-address Ethernet 0/0
!
crypto isakmp key 0 CISCO address 10.4.9.82 no-xauth
crypto isakmp keepalive 10
crypto isakmp policy 1
 encryption 3des
 authentication pre-share
 exit
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.4.9.15 255.255.255.0
 crypto map TUNNEL 
 exit
!
interface Tunnel0
 ip address 10.100.2.2 255.255.0.0
 keepalive 30 5 
 bandwidth 500
 bandwidth inherit
 tunnel mode gre ip
 tunnel source 10.4.9.15
 tunnel destination 10.4.9.82
 tunnel protection ipsec profile PFR
16
Cisco IOS パフォーマンス ルーティング コンフィギュレーション ガイド



 

PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの設定

  PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスの設定例
 end

VPN B 設定：BR2 
次に、BR2 の VPN B 設定の例（グローバル コンフィギュレーション モード）を示します。

key chain PFR
 key 1
  key-string CISCO
!
pfr border 
 local Ethernet 0/1
 master 10.4.9.4 key-chain PFR
exit 

!
route-map REDISTRIBUTE_STATIC
match tag 5000
set metric -10
exit

!
router rip
network 10.60.1.0 
redistribute static route-map REDISTRIBUTE_STATIC
exit

!
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 530000000
crypto ipsec security-association lifetime second 14400
crypto ipsec transform-set VPN_1 esp-3des esp-sha-hmac 
 mode transport
 exit
!
crypto map TUNNEL 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.4.9.82
 set transform-set VPN_1 
 match address 100 
!
crypto ipsec profile PFR
 set transform-set VPN_1
 exit 
crypto map TUNNEL local-address Ethernet 0/0
!
crypto isakmp key 0 CISCO address 10.4.9.82 no-xauth
crypto isakmp keepalive 10
crypto isakmp policy 1
 encryption 3des
 authentication pre-share
 exit
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.4.9.15 255.255.255.0
 crypto map TUNNEL 
 exit
!
interface Tunnel0
 ip address 10.100.2.2 255.255.0.0
 keepalive 30 5 
 bandwidth 500
 bandwidth inherit
 tunnel mode gre ip
 tunnel source 10.4.9.15
 tunnel destination 10.4.9.82
 tunnel protection ipsec profile PFR
 end 
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  次の作業
VPN B 設定：内部ピア 
次の例に、ボーダー ルータと内部ピアとのピアリングを確立する Routing Information Protocol（RIP; 
ルーティング情報プロトコル）ルーティング プロセスを示します。

router rip 
network 10.60.1.0 
end

次の作業
このモジュールは、VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイスを PfR 管理の出口リンクとして設定す

る方法について説明しており、PfR テクノロジーを熟知していることを前提としています。PfR の詳細

については、「関連資料」（P.18）に記載された資料を参照してください。

参考資料

関連資料

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

キー チェーン認証：Cisco IOS ソフトウェアでの認証

キー設定および管理に関する情報

『Cisco IOS IP Routing: Protocol-Independent Configuration Guide』
の「Configuring IP Routing Protocol-Independent Features」の章

の「Managing Authentication Keys」の項 
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  参考資料
シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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PfR 管理の出口リンクとしての VPN IPsec/GRE トンネル 
インターフェイスの設定の機能情報 

表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 VPN IPsec/GRE トンネル インターフェイス最適化の機能情報

機能名 リリース 機能情報

VPN IPsec/GRE トンネル 適化 12.3(11)T IPsec/GRE トンネル インターフェイスを PfR 管理の出口

リンクとして設定できる機能を導入しました。
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パフォーマンス ルーティング - リンク グループ機能は、出口リンクのグループを優先リンク セットと

して、または Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）用フォールバック リンク 
セットとして定義し、PfR ポリシーで指定されたトラフィック クラスを 適化する際に使用できる機

能を導入しました。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース 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に関する

情報を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「パ

フォーマンス ルーティング リンク グループの機能情報」（P.11）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「パフォーマンス ルーティング リンク グループの概要」（P.1）

• 「パフォーマンス ルーティング リンク グループの設定方法」（P.3）

• 「パフォーマンス ルーティング リンク グループの設定例」（P.9）

• 「次の作業」（P.10）

• 「参考資料」（P.10）

• 「パフォーマンス ルーティング リンク グループの機能情報」（P.11）

パフォーマンス ルーティング リンク グループの概要
• 「パフォーマンス ルーティング リンク グループ」（P.2）
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  パフォーマンス ルーティング リンク グループの概要
パフォーマンス ルーティング リンク グループ

パフォーマンス ルーティング - リンク グループ機能は、出口リンクのグループを優先リンク セットと

して、または PfR 用フォールバック リンク セットとして定義し、PfR ポリシーで指定されたトラ

フィック クラスを 適化する際に使用できる機能を導入しました。現在 PfR は、ポリシーで指定され

たプリファレンスと、指定リンク外のパスでのトラフィック クラスのパフォーマンス（到達可能性、

遅延、損失、ジッター、MOS などのパラメータを使用）に基づいて、トラフィック クラスに 良のリ

ンクを選択しています。 良リンクの選択では、帯域幅の使用率、コスト、リンクの範囲を考慮するこ

ともできます。リンクのグループ化に使用される手法では、1 つ以上のトラフィック クラスに対する優

先リンクを PfR ポリシーで指定し、プライマリ リンク グループと呼ばれる優先リンクのリストにある

良リンクを介してトラフィック クラスがルーティングされるようにします。プライマリ グループに

所定のポリシーとパフォーマンス要件を満たすリンクがない場合は、フォールバック リンク グループ

を指定することもできます。プライマリ グループ リンクを使用できない場合、トラフィック クラスは

フォールバック グループ内の 良リンクを介してルーティングされます。 良のリンクを特定するた

めに、PfR はプライマリ グループとフォールバック グループの両方をプローブします。

プライマリおよびフォールバック リンク グループは、マスター コントローラで設定でき、一意な名前

で識別されます。リンク グループでは、PfR ポリシーで 良のリンクが高帯域幅リンクだけで構成さ

れるリンク グループから選択されるように設定することで、たとえば、ビデオ トラフィックで使用さ

れる高帯域幅リンクなど、リンクをグループ化できます。ポリシーで指定されるトラフィック クラス

は、プライマリ リンク グループ 1 つ、フォールバック リンク グループ 1 つだけで設定できます。リン

ク グループの優先順位は、ポリシーにより異なるので、同じリンク グループが、ポリシーによっては、

プライマリ リンク グループになったり、フォールバック リンク グループになったりすることがありま

す。

リンク グループ化の実装例については、図 1 を参照してください。3 つのリンク グループ、ISP1、
ISP2 および ISP3 は、異なる Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）

を表しています。これら 3 つの ISP にはすべて、図 1 で示されている 3 つのボーダー ルータのイン

ターフェイスのリンクがあります。ISP1 リンクは、 もコストがかかるリンクですが、Service Level 
Agreement（SLA; サービス レベル契約）保証は 高です。ISP3 リンクは、ベスト エフォート型リン

クで、 もコストが低いリンクです。ISP2 リンクは、ISP1 リンクほどは優れていませんが、ISP3 リ
ンクよりは信頼できます。ISP2 リンクのコストは、ISP3 リンクよりは高く、ISP1 リンクより低いで

す。この状況で、各 ISP は、リンク グループとして作成され、図 1 で示されている各ボーダー ルータ

のインターフェイスに関連付けられています。
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図 1 リンク グループの図

ビデオ、ボイス、FTP、データの 4 種類のトラフィック クラスがあるとします。各トラフィック クラ

スは、適切なリンク グループに属するボーダー ルータ インターフェイスを介してルーティングできま

す。ビデオとボイスのトラフィック クラスでは、 良のリンクが必要であるため、ISP1 リンク グルー

プがプライマリ リンク グループとして、ISP2 がフォールバック グループとして設定されます。FTP 
トラフィックでは、信頼できるリンクが必要であり、コスト効率も考慮が必要となる可能性があるの

で、ISP2 をプライマリ グループとして、ISP3 をフォールバック リンク グループとして割り当てます。

ISP1 は、 も信頼できるリンクを提供しますが、ファイル転送トラフィックとしてコストが高すぎる

ことがあります。データ トラフィックにおいて、ISP3 はプライマリ リンク グループに、ISP2 は
フォールバック グループに適しています。

スピルオーバー

パフォーマンス ルーティング リンク グループを使用して、スピルオーバーをサポートできます。スピ

ルオーバーは次のように機能します。ネットワークを介して同じ Provider Edge（PE; プロバイダー 
エッジ）ルータに 2 つのパス（たとえば、Traffic Engineering（TE; トラフィック エンジニアリング）

トンネル）があり、これらのトンネルのパスがネットワーク上で異なる場合、トラフィックは、一方の

トンネルを介して送信され、トラフィック負荷しきい値に達すると、もう一方のトンネルにスピルオー

バーされます。PfR リンク グループを使用すると、一方のトンネルをプライマリ リンク グループとし

て作成して、もう一方のトンネルをフォールバック リンク グループにできます。 初のトンネルがポ

リシー違反になると、PfR はフォールバック トンネル リンク グループに切り替えます。これにより、

初のトンネルのトラフィック負荷がしきい値を下回るまで、スピルオーバー容量が提供されます。ト

ンネルは、PfR リンク グループが設定される前に確立される必要があります。

パフォーマンス ルーティング リンク グループの設定方法
• 「パフォーマンス ルーティング リンク グループの実装」（P.3）

パフォーマンス ルーティング リンク グループの実装

ボーダー ルータの出口リンクをリンク グループのメンバーとして識別しいくつかのパフォーマンス 
ルーティング リンク グループを設定して、PfR マップを作成して PfR ポリシーで定義されるトラ

フィック クラスのリンク グループを指定するには、マスター コントローラでこのタスクを実行しま

ISP1

ISP2

ISP3

23
14

39

BR1

BR2MC

BR3
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す。このタスクでは、リンク グループは、ビデオ トラフィックに設定されます。高帯域幅の出口リン

クのセットは、プライマリ リンク グループとして識別されるビデオ リンク グループのメンバーとして

識別されます。フォールバック リンク グループも指定されます。

PfR ポリシーは、PfR マップを使用して作成されます。ここで、プライマリおよびフォール リンク グ
ループが、PfR マップ条件と一致するトラフィック クラスに指定されます。PfR は、プライマリと

フォールバックの両方のグループ リンクをプローブし、プライマリ リンク グループから、このタスク

で指定されるトラフィック クラスに 良のリンクを選択します。ポリシー内でプライマリ リンクがな

い場合、PfR は、フォールバック グループから 良のリンクを選択します。リンク グループの詳細に

ついては、「パフォーマンス ルーティング リンク グループ」（P.2）を参照してください。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. pfr master

4. border ip-address [key-chain key-chain-name] 

5. interface type number external 

6. link-group link-group-name [link-group-name [link-group-name]] 

7. exit

8. ステップ 5 ～ステップ 7 を繰り返して、すべての外部インターフェイスのリンク グループを設定

するために適切な変更を行います。

9. interface type number internal

10. exit

11. ip access-list {standard | extended} access-list-name 

12. [sequence-number] permit udp source source-wildcard [operator [port]] destination 
destination-wildcard [operator [port]] [dscp dscp-value] 

13. 必要なすべてのアクセス リスト エントリについてステップ 12 を繰り返します。

14. exit

15. pfr-map map-name sequence-number 

16. match traffic-class access-list access-list-name

17. set link-group link-group-name [fallback link-group-name]

18. end

19. show pfr master link-group [link-group-name] 
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ルータをマスター コントローラ

として設定します。

• マスター コントローラおよびボーダー ルータの

プロセスを同じルータ上でイネーブルにできます

（別個のサービス プロバイダーに 2 つの出口リン

クを持つ 1 つのルータを含むネットワーク内な

ど）。

ステップ 4 border ip-address [key-chain key-chain-name] 

例：
Router(config-pfr-mc)# border 192.168.1.2 
key-chain border1_PFR

PfR 管理ボーダー ルータ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ボーダー ルータとの通信を確立

します。

• ボーダー ルータを識別するために、IP アドレス

を設定します。

• PfR の管理対象ネットワークを作成するには、少

なくとも 1 台のボーダー ルータを指定する必要が

あります。1 台のマスター コントローラで制御で

きるボーダー ルータは、 大 10 台です。

• key-chain-name 引数の値は、ボーダー ルータの

設定時に指定されたキー チェーン名と一致する必

要があります。

（注） ボーダー ルータが 初に設定されている場合

は、key-chain キーワードおよび 
key-chain-name 引数を入力する必要がありま

す。ただし、既存のボーダー ルータを再設定

する場合、このキーワードは省略可能です。
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ステップ 5 interface type number external 

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface Serial 2/0 
external

PfR 管理の外部インターフェイスとしてボーダー ルー

タ インターフェイスを設定します。

• 外部インターフェイスは、トラフィックの転送お

よびアクティブ モニタリングに使用されます。

• PfR 管理のネットワークには、 低 2 つの外部

ボーダー ルータ インターフェイスが必要です。

各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの外部イ

ンターフェイスを設定する必要があります。1 台
のマスター コントローラで制御できる外部イン

ターフェイスは、 大 20 です。

ヒント ルータでインターフェイスを PfR 管理外部イ
ンターフェイスとして設定すると、PfR ボー
ダー出口インターフェイス コンフィギュレー
ション モードが開始されます。このモードで
は、インターフェイスに対して 大リンク使
用率またはコストベースの 適化を設定でき
ます。

（注） external キーワードまたは internal キーワー

ドを指定せずに interface（PfR）コマンドを

入力すると、ルータは、PfR ボーダー出口コ

ンフィギュレーション モードではなく、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで開

始されます。アクティブ インターフェイスが

ルータ設定から削除されないように、このコ

マンドの no 形式は慎重に適用してください。

ステップ 6 link-group link-group-name [link-group-name 
[link-group-name]] 

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# link-group VIDEO

PfR ボーダー ルータ出口インターフェイスをリンク 
グループのメンバーとして設定します。

• インターフェイスのリンク グループ名を指定する

には、link-group-name を使用します。

• 各インターフェイスには 高 3 つのリンク グルー

プを指定できます。

• この例では、シリアル 2/0 外部インターフェイス

が、VIDEO という名前のリンク グループのメン

バーとして設定されます。

（注） link-group（PfR）コマンドは、リンク グ
ループとインターフェイスを関連付けます。

ステップ 17 では、set link-group（PfR）コ

マンドを使用して、PfR マップで定義されて

いるトラフィック クラスのプライマリまたは

フォールバック グループとしてリンク グルー

プを識別します。

ステップ 7 exit 

例：
Router(config-pfr-mc-br-if)# exit 

PfR 管理ボーダー出口インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを終了し、PfR 管理ボーダー ルー

タ コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 8 ステップ 5 ～ステップ 7 を繰り返して、すべての外部

インターフェイスのリンク グループを設定するため

に適切な変更を行います。

―

ステップ 9 interface type number internal

例：
Router(config-pfr-mc-br)# interface 
FastEthernet 0/1 internal

ボーダー ルータ インターフェイスを PfR 制御内部イ

ンターフェイスとして設定します。

• 内部インターフェイスはパッシブ モニタリングだ

けに対して使用されます。内部インターフェイス

はトラフィックを転送しません。

• 各ボーダー ルータでは、少なくとも 1 つの内部イ

ンターフェイスを設定する必要があります。

（注） VLAN インターフェイスを内部インターフェ

イスとして設定するサポートは Cisco IOS 
Release 12.3(14)T と 12.2(33)SRB で導入され

ました。

ステップ 10 exit 

例：
Router(config-pfr-mc-br)# exit 

PfR 管理ボーダー コンフィギュレーション モードを

終了し、グローバル コンフィギュレーション モード

に戻ります。

ステップ 11 ip access-list {standard | extended} 
access-list-name 

例：
Router(config)# ip access-list extended 
ACCESS_VIDEO 

IP アクセス リストを名前で定義し、拡張名前付きア

クセス リスト コンフィギュレーション モードを開始

します。

• PfR は、名前付きアクセス リストだけをサポート

します。

• 例では、ACCESS_VIDEO という名前の拡張 IP 
アクセス リストが作成されます。

ステップ 12 [sequence-number] permit udp source 
source-wildcard [operator [port]] destination 
destination-wildcard [operator [port]] [dscp 
dscp-value] 

例：
Router(config-ext-nacl)# permit tcp any any 500

パケットが名前付き IP アクセス リストを通過できる

条件を設定します。

• 例では、任意の宛先または送信元から、および宛

先ポート番号 500 からのすべての Transmission 
Control Protocol（TCP; 伝送制御プロトコル）ト

ラフィックを識別するように設定されます。この

特定の TCP トラフィックが 適化されます。

ステップ 13 必要に応じて、追加のアクセス リスト エントリにつ

いてステップ 12 を繰り返します。

―

ステップ 14 exit

例：
Router(config-ext-nacl)# exit

（任意）拡張名前付きアクセス リスト コンフィギュ

レーション モードを終了して、グローバル コンフィ

ギュレーション モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
7
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  パフォーマンス ルーティング リンク グループの設定方法
ステップ 15 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map VIDEO_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つだ

け設定できます。

• permit シーケンスは 初に IP プレフィクス リス

トに定義してから、ステップ 16 で match ip 
address（PfR）コマンドを使用して適用します。

• 例では、VIDEO_MAP という名前の PfR マップ

が作成されます。

ステップ 16 match traffic-class access-list 
access-list-name

例：
Router(config-pfr-map)# traffic-class 
access-list ACCESS_VIDEO

PfR マップを使用して、トラフィック クラスの作成に

使用される一致基準として、アクセス リストを手動

で設定します。

• 各アクセス リスト エントリには、宛先プレフィ

クスが含まれている必要があります。また、他の

省略可能なパラメータを含むこともできます。

• 例では、ACCESS_VIDEO という名前のアクセス 
リストで定義された条件を使用してトラフィック 
クラスが定義されます。

ステップ 17 set link-group link-group-name [fallback 
link-group-name]

例：
Router(config-pfr-map)# set link-group video 
fallback voice

PfR マップで指定されているトラフィック クラスのリ

ンク グループを指定して、PfR ポリシーを作成しま

す。

• ポリシーのプライマリ リンク グループ名を指定

するには、link-group-name を使用します。

• ポリシーのフォールバック リンク グループ名を

指定するには、fallback キーワードを使用しま

す。

• この例では、アクセス リスト ACCESS_VIDEO 
と一致するトラフィック クラスのプライマリ リ
ンク グループとして VIDEO リンク グループを指

定します。リンク グループ VOICE は、フォール

バック リンク グループとして指定されます。

ステップ 18 end

例：
Router(config-pfr-map)# end

（任意）PfR マップ 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。

ステップ 19 show pfr master link-group [link-group-name]

例：
Router# show pfr master link-group

設定されている PfR リンク グループに関する情報を

表示します。

• 指定された PfR リンク グループの情報を表示す

るには、オプションの link-group-name 引数を使

用します。

• link-group-name 引数を指定しない場合、すべて

の PfR リンク グループに関する情報が表示され

ます。

• この例では、設定されているすべてのリンク グ
ループに関する情報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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  パフォーマンス ルーティング リンク グループの設定例
例

次に、PfR を使用して設定されるパフォーマンス ルーティング リンク グループに関する情報を表示す

る show pfr master link-group コマンドの出力例を示します。この例では、VIDEO リンク グループ

と、設定されている他のリンク グループが示されています。

Router# show pfr master link-group

link group video
  Border           Interface       Exit id 
  192.168.1.2      Serial2/0       1       
 link group voice
  Border           Interface       Exit id 
  192.168.1.2      Serial2/0       1       
  192.168.1.2      Serial3/0       2       
  192.168.3.2      Serial4/0       4       
 link group data
  Border           Interface       Exit id 
  192.168.3.2      Serial3/0       3 

パフォーマンス ルーティング リンク グループの設定例
• 「例：パフォーマンス ルーティング リンク グループの実装」（P.9）

例：パフォーマンス ルーティング リンク グループの実装

次の例に、リンク グループを実装する方法を示します。この例では、ACCESS_VIDEO という名前の

アクセス リストと一致するトラフィック クラスを定義するように PfR を設定する、VIDEO_MAP と
いう名前の PfR マップが作成されます。トラフィック クラスは、VIDEO という名前のリンク グルー

プをプライマリ リンク グループとして使用し、VOICE という名前のフォールバック グループを使用

するように設定されています。VIDEO リンク グループには、ビデオ トラフィックに適した高帯域幅

リンクのセットが選択されることがあります。

enable
configure terminal
border 10.1.4.1
 interface serial 2/0 external
  link-group VIDEO
  exit
 interface serial 3/0 external
  link-group VOICE
  exit
 interface Ethernet 1/0 internal
 exit
ip access-list extended ACCESS_VIDEO
 permit tcp any 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 500
 permit tcp any 172.17.1.0 0.0.255.255 eq 500
 permit tcp any 172.17.1.0 0.0.255.255 range 700 750 
 permit tcp 192.168.1.1 0.0.0.0 10.1.2.0 0.0.0.255 eq 800 any any dscp ef 
 exit
pfr-map VIDEO_MAP 10 
 match traffic-class access-list ACCESS_VIDEO
 set link-group VIDEO fallback VOICE
 end
9
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  次の作業
次の作業
他のパフォーマンス ルーティング機能の詳細または一般的な概念に関する資料については、「関連資

料」（P.10）に記載の資料を参照してください。

参考資料

関連資料

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
10

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/command/reference/pfr_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-basic.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-roadmap.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


 

パフォーマンス ルーティング リンク グループ

  パフォーマンス ルーティング リンク グループの機能情報
パフォーマンス ルーティング リンク グループの機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 パフォーマンス ルーティング リンク グループの機能情報

機能名 リリース 機能情報

パフォーマンス ルーティング - リンク グルー

プ

12.4(15)T パフォーマンス ルーティング - リンク グループ機能によっ

て、出口リンクのグループを優先リンク セットとして、ま

たは PfR 用フォールバック リンク セットとして定義し、

PfR ポリシーで指定されたトラフィック クラスを 適化す

る際に使用できるようになっています。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。link-group（PfR）、set link-group（PfR）、および 
show pfr master link-group。
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NAT を使用したパフォーマンス ルーティング

Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）は、Network Address Translation（NAT; 
ネットワーク アドレス変換）を使用するネットワークでスタティック ルーティングによりトラフィッ

ク クラス ルーティングを制御できるようになりました。また、既存の NAT コマンドに新しいキーワー

ドが追加されました。PfR および NAT 機能が同じルータで設定されていて、PfR がスタティック ルー

ティングを使用してトラフィック クラスのルーティングを制御する場合、アプリケーションによって

は、ドロップされるパケットにより操作が失敗することがあります。このパケット ドロップは、スタ

ティック ルーティングが同じルータからの複数の Internet Service Provider（ISP; インターネット サー

ビス プロバイダー）の接続に使用されている状況で、PfR がスタティック ルーティングを使用してト

ラフィック クラス ルーティングを制御し、1 つ以上の ISP がセキュリティのために Unicast Reverse 
Path Forwarding（Unicast RPF; ユニキャスト リバース パス転送）フィルタリングを使用する場合に発

生します。

新しいキーワードが設定されている場合、新しい NAT 変換に、PfR がパケットに選択したインター

フェイスのソース IP アドレスが提供され、PfR は、この NAT 変換が作成されたときのインターフェイ

スを介して、既存のフローを強制的にルーティングします。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース 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に関する

情報を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「NAT 
を使用したパフォーマンス ルーティングの機能情報」（P.10）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの制約事項」（P.2）

• 「NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの概要」（P.2）

• 「NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの設定方法」（P.4）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの制約事項
• 「NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの設定例」（P.7）

• 「次の作業」（P.8）

• 「参考資料」（P.9）

• 「NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの機能情報」（P.10）

NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの制約事項
Cisco Catalyst 6500 Switch プラットフォームでは、NAT が PfR 管理のネットワークで設定されている

場合、フロー マスク競合が発生します。フロー マスク競合要件により、トラフィックがソフトウェア

でスイッチングされます。この競合を解決するには、次の NAT 設定を追加します。

mls ip nat netflow-frag-l4-zero

NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの概要
• 「PfR および NAT」（P.2）

• 「ネットワーク アドレス変換（NAT）」（P.3）

• 「内部グローバル アドレスのオーバーロード」（P.4）

PfR および NAT
Cisco IOS PfR および NAT 機能が同じルータで設定され、PfR がスタティック ルーティングを使用し

てトラフィック クラスのルーティングを制御する場合、アプリケーションによっては、ドロップされ

るパケットにより操作が失敗することがあります。このパケット ドロップは、スタティック ルーティ

ングが同じルータからの複数の Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイ

ダー）の接続に使用されている状況で、PfR がスタティック ルーティングを使用してトラフィック ク
ラス ルーティングを制御するときに、1 つ以上の ISP がセキュリティのために Unicast Reverse Path 
Forwarding（Unicast RPF; ユニキャスト リバース パス転送）フィルタリングを使用する場合に発生し

ます。プライベート IP アドレスからパブリック IP アドレスへの NAT 変換が実行された後で PfR によ

りトラフィック クラスの発信パケット ルートの出口インターフェイスが変更されると、ユニキャスト 
RPF を実行する入口ルータでパケットがドロップされます。パケットが転送されると、入口ルータ

（たとえば、ISP ルータ）のユニキャスト RPF フィルタリングは、NAT により割り当てられるソース 
IP アドレス プールとは異なるソース IP アドレスを示し、パケットがドロップされます。たとえば、

図 1 に、NAT を使用した PfR の機能を示します。
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  NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの概要
図 1 NAT を使用した PfR

NAT 変換は、内部ネットワークに接続されているルータで発生します。このルータには、ボーダー 
ルータまたはマスター コントローラとボーダー ルータの組み合わせを使用できます。PfR が、ルート

を変更してトラフィック クラス パフォーマンスを 適化し、ロード バランシングを実行すると、イン

ターフェイスを介して ISP1 にルーティングされた、図 1 のボーダー ルータからのトラフィックは、ト

ラフィック パフォーマンスが測定され、ポリシーしきい値が適用された後で、インターフェイスを介

して ISP2 に再ルーティングされることがあります。RPF チェックは ISP ルータで発生し、ISP2 を介

してルーティングされるパケットは、ISP2 の入口ルータでの RPF チェックに失敗します。これは、送

信元インターフェイスの IP アドレスが変更されたためです。

このソリューションでは、ip nat inside source コマンドに追加された新しいキーワード pfr で設定を

小限変更します。pfr キーワードが設定されている場合、新しい NAT 変換に、PfR がパケットに選

択したインターフェイスのソース IP アドレスが提供され、PfR は、この NAT 変換が作成されたときの

インターフェイスを介して、既存のフローを強制的にルーティングします。たとえば、PfR は、図 1 で 
ISP1 の InterfaceA と ISP2 の InterfaceB の 2 つのインターフェイスがあるボーダー ルータでトラ

フィックを管理するように設定されます。PfR は、 初に、Web トラフィックを表すトラフィック ク
ラスを制御するように設定されます。このトラフィックの NAT 変換は、InterfaceA に設定されている

パケットのソース IP アドレスにすでに存在します。PfR は、トラフィック パフォーマンスを測定し

て、InterfaceB が現在トラフィック フローに 適な出口であると判断しますが、既存のフローを変更

しません。次に、PfR が E メール トラフィックを表すトラフィック クラスを学習および測定するよう

に設定され、E メール トラフィックが開始されると、NAT 変換が InterfaceB で発生します。PfR スタ

ティック ルーティング NAT ソリューションは、シングル ボックス ソリューションであるため、NAT 
を使用し PfR で管理される複数のルータでのインターフェイスの設定はサポートされていません。

NAT、および Cisco IOS ソフトウェアを実行しない PIX ファイアウォールなどのデバイスを使用した

ネットワーク設定はサポートされていません。

PfR スタティック ルーティング NAT ソリューションの詳細については、「NAT を使用するネットワー

クでスタティック ルーティングによりトラフィックを制御するように PfR を設定する」（P.4）を参照

してください。

ネットワーク アドレス変換（NAT）
NAT では、未登録の IP アドレスを使用するプライベート IP インターネットワークがインターネット

に接続できます。NAT は、ルータ（通常、2 つのネットワークを接続）で機能し、パケットが別の

ネットワークに転送される前に、内部ネットワークのプライベート（グローバルに一意ではない）アド
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  NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの設定方法
レスを有効なアドレスに変換します。NAT は、ネットワーク全体の 1 つだけのアドレスを外部にアド

バタイズするように設定できます。この機能により、そのアドレスの後ろに内部ネットワーク全体を効

果的に隠すことで、セキュリティが強化されます。

NAT は、エンタープライズ エッジでも使用され、内部ユーザのインターネットへのアクセスを許可

し、メール サーバなど内部デバイスへのインターネット アクセスを許可します。

NAT の詳細については、『Cisco IOS IP Addressing Services Configuration Guide』の「Configuring 
NAT for IP Address Conservation」の章を参照してください。

内部グローバル アドレスのオーバーロード

ルータで多くのローカル アドレスに 1 つのグローバル アドレスを使用できるようにすることで、内部

グローバル アドレス プールのアドレスを節約できます。このオーバーロードが設定されている場合、

ルータは、より高いレベルのプロトコルから十分な情報（たとえば、TCP または UDP ポート番号）を

保持して、グローバル アドレスを正しいローカル アドレスに戻します。複数のローカル アドレスが 1 
つのグローバル アドレスにマッピングされる場合、各内部ホストの TCP または UDP ポート番号によ

りローカル アドレスが区別されます。

NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの設定方法
• 「NAT を使用するネットワークでスタティック ルーティングによりトラフィックを制御するように 

PfR を設定する」（P.4）

NAT を使用するネットワークでスタティック ルーティングによりトラ
フィックを制御するように PfR を設定する

NAT を使用するネットワークでスタティック ルーティングによりトラフィックを制御するように PfR 
を設定するには、次のタスクを実行します。このタスクを行うと、内部ユーザによりインターネットへ

のアクセスを許可しつつ、PfR がトラフィック クラスを 適化できるようになります。

Cisco IOS PfR および NAT 機能が同じルータで設定され、PfR がスタティック ルーティングを使用し

てトラフィック クラスのルーティングを制御する場合、アプリケーションによっては、ドロップされ

るパケットにより操作が失敗することがあります。このパケット ドロップは、スタティック ルーティ

ングが同じルータからの複数の Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイ

ダー）の接続に使用されている状況で、PfR がスタティック ルーティングを使用してトラフィック ク
ラス ルーティングを制御し、1 つ以上の ISP がセキュリティのために Unicast Reverse Path Forwarding

（Unicast RPF; ユニキャスト リバース パス転送）フィルタリングを使用する場合に発生します。

このタスクでは、pfr キーワードが ip nat inside source コマンドで使用されます。pfr キーワードが設

定されている場合、新しい NAT 変換に、PfR がパケットに選択したインターフェイスのソース IP アド

レスが提供され、PfR は、この NAT 変換が作成されたインターフェイスを介して、既存のフローを強

制的にルーティングします。このタスクでは、1 つの IP アドレスを使用していますが、IP アドレス 
プールを設定することもできます。IP アドレス プールの設定例については、「NAT を使用するネット

ワークでスタティック ルーティングによりトラフィックを制御するように PfR を設定する」（P.4）を

参照してください。
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（注） PfR スタティック ルーティング NAT ソリューションは、シングル ボックス ソリューションであるた

め、NAT を使用し PfR で管理される複数のルータでのインターフェイスの設定はサポートされていま

せん。

NAT の設定の詳細については、『Cisco IOS IP Addressing Services Configuration Guide』の

「Configuring NAT for IP Address Conservation」の章を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. access-list access-list-number {permit | deny} ip-address mask

4. route-map map-tag [permit | deny] [sequence-number]

5. match ip address {access-list access-list-number | prefix-list prefix-list-name} 

6. match interface interface-type interface-number [...interface-type interface-number] 

7. exit

8. 必要に応じて、ステップ 4 ～ステップ 7 を繰り返して、以降のルート マップ設定を行います。

9. ip nat inside source {list {access-list-number | access-list-name} | route-map map-name} 
{interface type number | pool name} [mapping-id map-id | overload | reversible | vrf vrf-name] 
[pfr]

10. interface type number

11. ip address ip-address mask

12. ip nat inside

13. exit

14. interface type number

15. ip address ip-address mask

16. ip nat outside

17. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
5
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ステップ 3 access-list access-list-number {permit | deny} 
ip-address mask

例：
Router(config)# access-list 1 permit 10.1.0.0 
0.0.255.255

変換する IP アドレスを許可する標準のアクセス リス

トを定義します。

• アクセス リストは、変換されるアドレスだけを許

可する必要があります（各アクセス リストの 後

には暗黙的な「deny all」があるので注意してく

ださい）。アクセス リストでアドレスを許可しす

ぎると、予期しない結果になる可能性がありま

す。

ステップ 4 route-map map-tag [permit | deny] 
[sequence-number]

例：
Router(config)# route-map isp-1 permit 10

ルート マップ コンフィギュレーション モードを開始

して、ルート マップを設定します。

• 例では、BGP という名前のルート マップを作成

します。

ステップ 5 match ip address {access-list access-list-name 
| prefix-list prefix-list-name}

例：
Router(config-route-map)# match ip address 
access-list 1

NAT により変換されるトラフィックを識別するアク

セス リストまたはプレフィクス リスト match 句エン

トリをルート マップに作成します。

• 例では、ステップ 3 で作成した、一致条件として 
10.1.0.0 0.0.255.255 プレフィクスを指定するアク

セス リストを参照します。

ステップ 6 match interface interface-type interface-number 
[...interface-type interface-number]

例：
Router(config-route-map)# match interface 
serial 1/0

ルート マップに match 句を作成して、指定されたい

ずれかのインターフェイスに一致するルートを分散し

ます。

• 例では、match 句を作成して、ステップ 5 の 
match 句をシリアル インターフェイス 1/0 経由で

通過するルートを配布します。

ステップ 7 exit 

例：
Router(config-route-map)# exit 

ルート マップ インターフェイス コンフィギュレー

ション モードを終了して、グローバル コンフィギュ

レーション モードに戻ります。

ステップ 8 必要に応じて、ステップ 4 ～ステップ 7 を繰り返し

て、以降のルート マップ設定を行います。

―

ステップ 9 ip nat inside source {list {access-list-number 
| access-list-name} | route-map map-name} 
{interface type number | pool name} [mapping-id 
map-id | overload | reversible | vrf vrf-name] 
[pfr] 

例：
Router(config)# ip nat inside source interface 
FastEthernet1/0 overload pfr

インターフェイスを指定して、オーバーロードでのダ

イナミックな送信元変換を確立します。

• インターフェイスを指定するには、interface 
キーワードと、type および number 引数を使用し

ます。

• PfR が NAT とともに稼動し、スタティック ルー

ティングを使用してトラフィック クラス ルー

ティングを制御できるようにするには、pfr キー

ワードを使用します。

ステップ 10 interface type number

例：
Router(config)# interface FastEthernet1/0

インターフェイスを指定し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードを開始します。

コマンドまたはアクション 目的
6
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NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの設定例
• 「例：NAT を使用するネットワークでスタティック ルーティングによりトラフィックを制御するよ

うに PfR を設定する」（P.7）

例：NAT を使用するネットワークでスタティック ルーティングによりトラ
フィックを制御するように PfR を設定する

次に、NAT を使用するネットワークで PfR がスタティック ルーティングによりトラフィックを制御で

きるようにマスター コントローラを設定する例を示します。この例では、NAT 変換の IP アドレスの

プールを使用する方法を示します。

ステップ 11 ip address ip-address mask

例：
Router(config-if)# ip address 10.114.11.8 
255.255.255.0

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 12 ip nat inside

例：
Router(config-if)# ip nat inside

内部と接続されることを示すマークをインターフェイ

スに付けます。

ステップ 13 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを

終了して、コンフィギュレーション モードに戻りま

す。

ステップ 14 interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 0

別のインターフェイスを指定して、インターフェイス 
コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 15 ip address ip-address mask 

例：
Router(config-if)# ip address 172.17.233.208 
255.255.255.0

インターフェイスのプライマリ IP アドレスを設定し

ます。

ステップ 16 ip nat outside

例：
Router(config-if)# ip nat outside

外部と接続されることを示すマークをインターフェイ

スに付けます。

ステップ 17 end

例：
Router(config-if)# end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを

終了して、特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
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  次の作業
図 2 PfR および NAT ネットワークの図

図 2 では、2 種類の ISP を介してインターネットに接続されるマスター コントローラとボーダー ルー

タの組み合わせが使用されています。次の設定では、PfR は、内部ユーザのインターネットへのアクセ

スを許可しつつ、トラフィック クラスを 適化できます。この例では、NAT を使用して変換されるト

ラフィック クラスは、アクセス リストおよびルート マップを使用して指定されます。次に、NAT 変換

で IP アドレスのプールを使用するように設定されます。また、pfr キーワードが ip nat inside source 
コマンドに追加され、既存のトラフィック クラスが NAT により変換された送信元アドレスであるイン

ターフェイスを経由するように PfR を設定します。新しい NAT 変換には、PfR がパケットに選択した

インターフェイスの IP アドレスを指定できます。

（注） PfR スタティック ルーティング NAT ソリューションは、シングル ボックス ソリューションであるた

め、NAT を使用し PfR で管理される複数のルータでのインターフェイスの設定はサポートされていま

せん。

Router(config)# access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
Router(config)# route-map isp-2 permit 10BGP permit 10 
Router(config-route-map)# match ip address access-list 1
Router(config-route-map)# match interface serial 2/0
Router(config-route-map)# exit
Router(config)# ip nat pool ISP2 209.165.201.1 209.165.201.30 prefix-length 27
Router(config)# ip nat inside source route-map isp-2 pool ISP2 pfr
Router(config)# interface FastEthernet 3/0
Router(config-if)# ip address 10.1.11.8 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit 
Router(config)# interface serial 1/0
Router(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit 
Router(config)# interface serial 2/0
Router(config-if)# ip address 172.17.233.208 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# end

次の作業
他のパフォーマンス ルーティング機能の詳細または一般的な概念に関する資料については、「関連資

料」（P.9）に記載の資料を参照してください。

Serial1/0  ISP1
 IP

Serial2/0  ISP2
IP 

Eth3/0

10.1.0.0 MC/BR

ISP1

23
12

18ISP2
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  参考資料
参考資料

関連資料

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

NAT に関する一般的な情報 「Configuring NAT for IP Address Conservation」モジュール

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 NAT を使用したパフォーマンス ルーティングの機能情報

機能名 リリース 機能情報

NAT およびスタティック ルーティングのサ

ポート1 

1. これは、マイナーな機能拡張です。マイナーな機能拡張は、通常、Feature Navigator には表示されません。

12.3(14)T
12.2(33)SRB

NAT を使用するネットワークでスタティック ルーティン

グを使用してトラフィック クラス ルーティングを制御す

るように PfR を許可できます。

ip nat inside source コマンドが、この機能によって変更さ

れました。
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パフォーマンス ルーティング：Protocol 
Independent Route Optimization（PIRO）

Protocol Independent Route Optimization（PIRO）は、Performance Routing（PfR; パフォーマンス 
ルーティング）で IP Routing Information Base（RIB; ルーティング情報ベース）の親ルート（完全一

致ルート、またはそれより一致度が低いルート）を検索し、OSPF および IS-IS などの Interior 
Gateway Protocol（IGP; 内部ゲートウェイ プロトコル）を含む IP ルート環境に PfR を導入できる機能

を導入しました。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース ノートを参照してください。のモジュールで説明される機能に関する情報、

および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「パフォーマンス ルーティング PIRO の機能

情報」（P.7）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「パフォーマンス ルーティング PIRO の概要」（P.2）

• 「パフォーマンス ルーティング PIRO の設定方法」（P.2）

• 「次の作業」（P.5）

• 「参考資料」（P.5）

• 「パフォーマンス ルーティング PIRO の機能情報」（P.7）

http://www.cisco.com/go/cfn
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パフォーマンス ルーティング PIRO の概要
• 「Protocol Independent Route Optimization（PIRO）」（P.2）

Protocol Independent Route Optimization（PIRO）

PfR：Protocol Independent Route Optimization（PIRO）機能が追加され、PfR でトラフィック クラス

を識別および制御できるようになりました。PIRO の前に、PfR は BGP またはスタティック ルート 
データベースで、親ルート（正確に一致するルートまたはあいまいなルート）を持つトラフィック ク
ラスのパスを 適化します。PIRO を使用して、PfR は親ルートの IP ルーティング情報ベース（RIB）

を検索できます。これにより、OSPF や IS-IS などの内部ゲートウェイ プロトコル（IGP）を含む任意

の IP ルーティング環境に PfR を導入することができます。

親ルートの検索は、BGP ルーティング データベースから始まります。ここで見つからなかった場合

は、スタティック ルート データベースが検索されます。ここでも親ルートが見つからなかった場合は 
RIB が検索されます。RIB を検索して親ルートが見つかると、Policy-Based Routing（PBR; ポリシー

ベース ルーティング）を使用して、ルート制御がトラフィック クラスに適用され、ダイナミック ルー

ト マップが作成されます。

PfR ルート制御モードがイネーブルの場合、PIRO をイネーブルにするために新たにカスタマー設定を

行う必要ありません。

マスター コントローラで、show pfr master prefix コマンドを使用すると、出力に「RIB-PBR」とし

て PIRO ルートが表示されます。PIRO 親ルートの特定および制御のデバッグの詳細については、

「Protocol Independent Route Optimization のルート制御変更の確認およびデバッグ」（P.2）を参照して

ください。

パフォーマンス ルーティング PIRO の設定方法
• 「Protocol Independent Route Optimization のルート制御変更の確認およびデバッグ」（P.2）

Protocol Independent Route Optimization のルート制御変更の確認
およびデバッグ

PfR ルート制御モードがイネーブルの場合、PIRO をイネーブルにするために新たにカスタマー設定を

行う必要ありません。親ルートが RIB に存在し、ポリシーベース ルーティングを使用して制御される 
PIRO ルートをデバッグする場合は、この任意のタスクのステップを実行します。すべてのステップは

任意ですが、順番は任意ではありません。これらのステップから得られる情報では、トラフィック ク
ラスに関連付けられた特定のプレフィクスが、PIRO を使用して識別されたか、または PfR によって制

御されているかを確認できます。 初の 2 つの Command-Line Interface（CLI; コマンドライン イン

ターフェイス）コマンドは、マスター コントローラで入力します。他のコマンドは、ボーダー ルータ

で入力します。

手順の概要

1. マスター コントローラから開始します。

2. enable

3. show pfr master traffic-class 
2
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4. ボーダー ルータに移動して、次のステップを開始します。

5. enable

6. show ip route

7. show route-map dynamic

8. show ip access-list dynamic

9. debug pfr border routes {bgp | static | piro [detail]}

手順の詳細

ステップ 1 マスター コントローラから開始します。

ステップ 2 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 3 show pfr master traffic-class

このコマンドは、PfR マスター コントローラにより監視および制御されるトラフィック クラスに関す

る情報を表示するときに使用されます。このコマンドの出力には、トラフィック クラスの送信先 IP ア
ドレスおよびプレフィクス長、このトラフィック クラスに関連付けられるプレフィクスがルーティン

グされるときのボーダー ルータの IP アドレスおよびインターフェイス、トラフィック クラスの状態、

プロトコルに関する情報が示されます。この例では、プレフィクス 10.1.1.0 に表示されるプロトコル

は RIB-PBR です。つまり、トラフィック クラスの親ルートが RIB に存在し、ポリシーベース ルー

ティングがプレフィクスの制御に使用されています。このステップでは、次のタスクに関連する構文だ

けを示します。show pfr master prefix コマンドを使用しても同様の情報を表示できます。

Router# show pfr master traffic-class

OER Prefix Statistics:
 Pas - Passive, Act - Active, S - Short term, L - Long term, Dly - Delay (ms),
 P - Percentage below threshold, Jit - Jitter (ms), 
 MOS - Mean Opinion Score
 Los - Packet Loss (packets-per-million), Un - Unreachable (flows-per-million),
 E - Egress, I - Ingress, Bw - Bandwidth (kbps), N - Not applicable
 U - unknown, * - uncontrolled, + - control more specific, @ - active probe all
 # - Prefix monitor mode is Special, & - Blackholed Prefix
 % - Force Next-Hop, ^ - Prefix is denied
 
DstPrefix           Appl_ID Dscp Prot     SrcPort     DstPort SrcPrefix         
           Flags             State     Time            CurrBR  CurrI/F Protocol
         PasSDly  PasLDly   PasSUn   PasLUn  PasSLos  PasLLos      EBw      IBw
         ActSDly  ActLDly   ActSUn   ActLUn  ActSJit  ActPMOS  ActSLos  ActLLos
--------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.0/24               N defa    N           N           N N                 
                          INPOLICY        0           10.2.1.2   Et4/2  RIB-PBR
               N        N        N        N        N        N        N        N
               1        1        0        0        N        N        N        N

ステップ 4 ボーダー ルータに移動して、次のステップを開始します。

次のコマンドは、マスター コントローラではなく、ボーダー ルータで入力します。

ステップ 5 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable
3
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ステップ 6 show ip route

ルーティング テーブルの現在の状態を表示します。このコマンドを使用すると、親ルートが RIB に存

在するか確認できます。

Router# show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
 
Gateway of last resort is not set
 
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, Ethernet4/1
     192.168.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.50.0 [110/20] via 10.10.10.3, 00:20:32, Ethernet2/2
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
O       10.1.4.1/32 [110/31] via 10.40.40.2, 00:20:32, Ethernet4/2
O       10.1.5.1/32 [110/31] via 10.40.40.2, 00:20:32, Ethernet4/2
O       10.1.6.1/32 [110/31] via 10.40.40.2, 00:20:32, Ethernet4/2
B       10.1.1.0/24 [20/0] via 10.40.40.2, 00:38:08
     10.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       10.1.1.0 [110/40] via 10.40.40.2, 00:20:33, Ethernet4/2

ステップ 7 show route-map dynamic 

ダイナミック ルート マップを表示しても、ルート制御が PIRO ルートにどのように適用されるか確認

できます。このダイナミック ルート マップの出力では、アクセス リストは pfr#6 という名前です。こ

のステップでは、次のタスクに関連する構文だけを示します。

Router# show route-map dynamic

route-map OER-04/21/09-21:42:55.543-6-OER, permit, sequence 0, identifier 1755354068
  Match clauses:
    ip address (access-lists): pfr#6 
  Set clauses:
    ip next-hop 10.40.40.2
    interface Ethernet4/2
  Policy routing matches: 2314 packets, 138840 bytes
 Current active dynamic routemaps = 1

ステップ 8 show ip access-list dynamic 

このコマンドは、このボーダー ルータで作成されるダイナミック IP アクセス リストを表示します。こ

の出力では、pfr#6 という名前のダイナミック アクセス リストが表示されます。これは、プレフィク

ス 10.1.1.0 のトラフィックがこのボーダー ルータを介してルーティングされることを許可します。ア

クセス リスト pfr#6 は、前のステップの show route-map dynamic コマンドで識別されました。この

ステップでは、次のタスクに関連する構文だけを示します。

Router# show ip access-list dynamic

Extended IP access list pfr#6
    1073741823 permit ip any 10.1.1.0 0.0.0.255 (2243 matches)

ステップ 9 debug pfr border routes {bgp | static | piro [detail]} 
4



 

パフォーマンス ルーティング：Protocol Independent Route Optimization（PIRO）

  次の作業
このコマンドは、ボーダー ルータで入力します。このコマンドは、RIB で親ルートが特定された場合

に、親ルートの検索と既存の親ルートへのルート変更をデバッグするときに使用されます。この例で

は、詳細なデバッグ情報は、ステップ 2 の出力で示されるプレフィクス 10.1.1.0 の親ルートが RIB に
あり、アプリケーションを制御するルート マップが作成されることを示しています。スタティックお

よび BGP ルート制御、詳細なボーダー PBR デバッグもアクティブであることに注意してください。

Router# debug pfr border routes piro detail

Apr 21 21:41:25.667: PFR PIRO: Parent lookup found parent 10.1.1.0, mask 24, nexthop
10.40.40.2
Apr 21 21:42:55.539: OER STATIC: No parent found, network 10.1.1.0/24
Apr 21 21:42:55.539: PFR PIRO: Control Route, 10.1.1.0/24, NH 0.0.0.0, IF Ethernet4/2
Apr 21 21:42:55.539: PFR PIRO: Parent lookup found parent 10.1.1.0, mask 24, nexthop
10.40.40.2
Apr 21 21:42:55.539: OER BR PBR(det): control app: 10.1.1.0/24, nh 0.0.0.0, if
Ethernet4/2,ip prot 256, dst opr 0, src opr 0, 0 0 0 0, src net 0.0.0.0/0, dscp 0/0
Apr 21 21:42:55.543: OER BR PBR(det): Create rmap 65DC1CE8
Apr 21 21:42:55.547: PFR PIRO: Parent lookup found parent 10.1.1.0, mask 24, nexthop
10.40.40.2

次の作業
他のパフォーマンス ルーティング機能の詳細または一般的な概念に関する資料については、「関連資

料」（P.5）に記載の資料を参照してください。

参考資料

関連資料

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール
5
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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パフォーマンス ルーティング PIRO の機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 パフォーマンス ルーティング PIRO の機能情報

機能名 リリース 機能情報

PfR：Protocol Independent Route Optimization
（PIRO）

12.2(33)SRE
12.4(24)T

PIRO は、PfR で IP ルーティング情報ベース（RIB）の親

ルート（完全一致ルート、またはそれより一致度が低い

ルート）を検索し、OSPF および IS-IS などの内部ゲート

ウェイ プロトコル（IGP）を含む IP ルート環境に PfR を
導入できる機能を導入しました。

debug pfr border routes および show pfr master prefix コ
マンドが、この機能によって変更されました。
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パフォーマンス ルーティングを使用したスタ
ティック アプリケーション マッピング

OER：スタティック アプリケーション マッピングを使用したアプリケーション アウェア ルーティン

グ機能により、Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）が自動的に学習できるトラ

フィック クラスまたは手動で設定できるトラフィック クラスの設定を容易にするために、1 つのキー

ワードだけで標準アプリケーションを設定できるようになりました。この機能により、学習リストにプ

ロファイリングされたトラフィック クラスにパフォーマンス ルーティング（PfR）ポリシーを適用で

きる学習リスト コンフィギュレーション モードも導入されました。異なるポリシーを各学習リストに

適用できます。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情

報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「パフォーマンス ルーティングを使用し

たスタティック アプリケーション マッピングの機能情報」（P.19）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの前提条件」

（P.2）

• 「パフォーマンス ルーティングを使用するスタティック アプリケーション マッピングの概要」

（P.2）

• 「パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定方法」

（P.6） 

• 「パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定例」

（P.14） 

http://www.cisco.com/go/cfn
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• 「次の作業」（P.17）

• 「参考資料」（P.17） 

• 「パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの機能情報」

（P.19）

パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプ
リケーション マッピングの前提条件

参加するすべてのデバイスで Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディン

グ）を有効にする必要があります。その他のスイッチング パスは、Policy-Based Routing（PBR; ポリ

シーベース ルーティング）でサポートされている場合でもサポートされません。

パフォーマンス ルーティングを使用するスタティック アプ
リケーション マッピングの概要

• 「パフォーマンス ルーティングのトラフィック クラス プロファイリング」（P.2）

• 「PfR を使用したスタティック アプリケーション マッピング」（P.3）

• 「学習リスト コンフィギュレーション モード」（P.5） 

パフォーマンス ルーティングのトラフィック クラス プロファイリング

トラフィックを 適化する前に、パフォーマンス ルーティング（PfR）ではボーダー ルータを介した

トラフィックからトラフィック クラスを判別する必要があります。トラフィック ルーティングを 適

化するには、全トラフィックのサブセットを識別する必要があります。これらのトラフィック サブ

セットをトラフィック クラスと呼びます。トラフィック クラスのエントリのリストには、Monitored 
Traffic Class（MTC; 監視対象トラフィック クラス）リストという名前が付けられています。デバイス

を経由したトラフィックを自動的に学習するか、トラフィック クラスを手動で設定することによって、

MTC リスト内のエントリのプロファイリングを行うことができます。学習されたトラフィック クラス

と設定されたトラフィック クラスの両方が、同時に MTC リストに存在する場合があります。トラ

フィック クラスの学習メカニズムと設定メカニズムのいずれも、PfR のプロファイル フェーズで実装

されます。PfR トラフィック クラスのプロファイリング プロセスとそのコンポーネントの全体的な構

造については、図 1 を参照してください。
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図 1 PfR トラフィック クラスのプロファイリング プロセス

PfR では、トラフィック クラスを自動的に学習しながら、組み込みの NetFlow 機能を使用してボー

ダー ルータを経由したトラフィックを監視できます。目的はトラフィックのサブセットを 適化する

ことですが、このトラフィックの正確なパラメータをすべて把握できるわけではないので、PfR にはト

ラフィックを自動的に学習し、MTC リストに入力することによってトラフィック クラスを作成する方

法が用意されています。トラフィック クラスの自動学習プロセスには、次の 3 つのコンポーネントが

あります。

• プレフィクスベースのトラフィック クラスの自動学習

• アプリケーションベースのトラフィック クラスの自動学習

• 学習リストを使用した、プレフィクスベースとアプリケーションベースの両トラフィック クラス

の分類

モニタリングや後続の 適化用にトラフィック クラスを作成するよう、PfR を手動で設定することが

できます。自動学習では通常、デフォルトのプレフィクス長 /24 が使用されますが、手動設定では正確

なプレフィクスを定義することができます。トラフィック クラスの手動設定プロセスには、次の 2 つ
のコンポーネントがあります。

• プレフィクスベースのトラフィック クラスの手動設定

• アプリケーションベースのトラフィック クラスの手動設定

プロファイル フェーズの 終目標は、ネットワークを経由するトラフィックのサブセットを選択する

ことです。このトラフィックのサブセット（MTC リスト内のトラフィック クラス）は、使用可能な

良のパフォーマンス パスに基づいてルーティングする必要のあるトラフィックのクラスを表します。

図 1 の各トラフィック クラスのプロファイリング コンポーネントの詳細については、「Understanding 
Performance Routing」モジュールを参照してください。

PfR を使用したスタティック アプリケーション マッピング

OER：スタティック アプリケーション マッピングを使用したアプリケーション アウェア ルーティン

グ機能により、アプリケーションベースのトラフィック クラスの設定を容易にするために、キーワー

ドを使用してアプリケーションを定義できるようになりました。PfR では、よく知られているアプリ

ケーションと固定ポートを使用します。複数のアプリケーションを同時に設定することもできます。パ

フォーマンス ルーティング トラフィック クラスのプロファイルに使用できるスタティック アプリケー

ションのリストは、常に変化しています。traffic-class application ? コマンドを使用して、スタ

ティック アプリケーションがパフォーマンス ルーティングに使用できるかどうかを判別します。

PfR 

  

  

24
89

32
3
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-understand.html


 

パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピング

  パフォーマンス ルーティングを使用するスタティック アプリケーション マッピングの概要
表 1 に、パフォーマンス ルーティングを設定できるスタティック アプリケーションのリストの一部を

示します。アプリケーションがスタティックと見なされる理由は、表に示されているとおり、それらの

アプリケーションに固定ポートとプロトコルが定義されているためです。設定は、マスター コント

ローラに対して学習リスト コンフィギュレーション モードで行われます。

表 1 スタティック アプリケーションのリスト

アプリケーション キーワード プロトコル ポート 
CU-SeeMe-Server：CU-SeeMe デスクトップ ビデ

オ会議

cuseeme TCP
UDP

7648 7649
7648 7649
24032

DHCP-Client：Dynamic Host Configuration 
Protocol（ダイナミック ホスト コンフィギュレー

ション プロトコル）クライアント

dhcp（クライ

アント）

UDP/TCP 68

DHCP-Server：Dynamic Host Configuration 
Protocol サーバ

dhcp（サー

バ）

UDP/TCP 67

DNS：Domain Name Server（ドメイン ネーム サー

バ）検索

dns UDP/TCP 53

FINGER-Server：Finger サーバ finger TCP 79

FTP：File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコ

ル）

ftp TCP 20、21

GOPHER-Server：Gopher サーバ gopher TCP/UDP 70

HTTP：Hypertext Transfer Protocol（ハイパーテキ

スト転送プロトコル）、ワールドワイド ウェブ トラ

フィック

http TCP/UDP 80

HTTPSSL-Server：Hypertext Transfer Protocol 
over TLS/SSL、セキュア ワールドワイド ウェブ ト
ラフィック サーバ

secure-http TCP 443

IMAP-Server：Internet Message Access Protocol
（インターネット メッセージ アクセス プロトコル）

サーバ

imap TCP/UDP 143 220

SIMAP-Server：Secure Internet Message Access 
Protocol（セキュア インターネット メッセージ アク

セス プロトコル）サーバ

secure-imap TCP/UDP 585
993（優先）

IRC-Server：Internet Relay Chat（インターネット 
リレー チャット）サーバ

irc TCP/UDP 194

SIRC-Server：Secure Internet Relay Chat（セキュ

ア インターネット リレー チャット）サーバ

secure-irc TCP/UDP 994

Kerberos-Server：Kerberos サーバ kerberos TCP/UDP 88
749

L2TP-Server：L2F/L2TP トンネル Layer 2 Tunnel 
Protocol（レイヤ 2 トンネル プロトコル）サーバ

l2tp UDP 1701

LDAP-Server：Lightweight Directory Access 
Protocol（軽量ディレクトリ アクセス プロトコル）

サーバ

ldap TCP/UDP 389

SLDAP-Server：Secure Lightweight Directory 
Access Protocol（セキュア LDAP）サーバ

secure-ldap TCP/UDP 636
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  パフォーマンス ルーティングを使用するスタティック アプリケーション マッピングの概要
マスター コントローラは、フィルタリング対象トラフィックの 高アウトバウンド スループットまた

は 高遅延に基づいてトップ プレフィクスを学習するように設定され、その結果得られたトラフィッ

ク クラスが PfR アプリケーション データベースに追加されてパッシブ モニタリングおよびアクティブ 
モニタリングの対象となります。

スタティック アプリケーション マッピングを使用したアプリケーションベースのトラフィック クラス

の設定については、「スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック クラスを自

動的に学習するための学習リストの定義」（P.6）を参照してください。

学習リスト コンフィギュレーション モード

学習リスト機能によって、学習リストという新しいコンフィギュレーション モードが導入されました。

学習リストは、学習したトラフィック クラスを分類する手段です。各学習リストでは、プレフィクス、

アプリケーションの定義、フィルタ、および集約パラメータなど、トラフィック クラスを学習するた

めのさまざまな基準を設定できます。トラフィック クラスは、PfR によって各学習リスト基準に基づ

いて自動的に学習されます。各学習リストには、シーケンス番号が設定されます。シーケンス番号に

MSSQL-Server：MS SQL サーバ mssql TCP 1443

NETBIOS-Server：NETBIOS サーバ netbios UDP
TCP

137 138
137 139

NFS-Server：Network File System（ネットワーク 
ファイル システム）サーバ

nfs TCP/UDP 2049

NNTP-Server：Network News Transfer Protocol
（ネットワーク ニュース転送プロトコル）

nntp TCP/UDP 119

SNNTP-Server：Network News Transfer Protocol 
over TLS/SSL

secure-nntp TCP/UDP 563

NOTES-Server：Lotus Notes サーバ notes TCP/UDP 1352

NTP-Server：Network Time Protocol（ネットワー

ク タイム プロトコル）サーバ

ntp TCP/UDP 123

PCanywhere-Server：Symantec pcANYWHERE pcany UDP
TCP

22 5632
65301 5631

POP3-Server：Post Office Protocol（ポスト オフィ

ス プロトコル）サーバ

pop3 TCP/UDP 110

SPOP3-Server：Post Office Protocol over TLS/SSL 
サーバ

secure-pop3 TCP/UDP 123

PPTP-Server：Point-to-Point Tunneling Protocol
（ポイントツーポイント トンネリング プロトコル）

サーバ

pptp TCP 17233

SSH：Secured Shell（セキュリティ保護されたシェ

ル）

ssh TCP 22

SMTP-Server：Simple Mail Transfer Protocol（シ

ンプル メール転送プロトコル）サーバ

smtp TCP 25

Telnet：Telnet telnet TCP 23

表 1 スタティック アプリケーションのリスト（続き）

アプリケーション キーワード プロトコル ポート 
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定方法
よって、適用される学習リスト基準の順番が決定します。学習リストごとに異なる PfR ポリシーを適

用できます。以前のリリースではトラフィック クラスを分類することはできず、1 つの PfR ポリシー

が、学習されたすべてのトラフィック クラスに適用されていました。

トラフィック クラスは、自動的に学習されるものと手動で設定されるものを合わせて次の 4 タイプに

プロファイリングすることができます。

• 宛先プレフィクスに基づいたトラフィック クラス

• アクセス リストを使用してカスタム アプリケーションの定義を示すトラフィック クラス

• 宛先プレフィクスを定義するオプションのプレフィクス リスト付きのスタティック アプリケー

ション マッピング名に基づいたトラフィック クラス

• 宛先プレフィクスを定義するオプションのプレフィクス リスト付きの Network-Based Application 
Recognition（NBAR; ネットワークベース アプリケーション認識）アプリケーション マッピング

名に基づいたトラフィック クラス（NBAR アプリケーション マッピング機能に導入）

traffic-class コマンドを学習リスト モードで使用すると、トラフィック クラスの自動学習が簡素化さ

れます。学習リストごとに指定できる traffic-class コマンドのタイプは 1 つだけです。throughput
（PfR）コマンドと delay（PfR）コマンドも、学習リスト内で同時に使用することはできません。

match traffic-class コマンドを PfR マップ コンフィギュレーション モードで使用すると、トラフィッ

ク クラスの手動設定が簡素化されます。PfR マップごとに指定できる match traffic-class コマンドの

タイプは、1 つだけです。

（注） トラフィックをプロファイリングし、学習リスト パラメータを設定するほかに、学習リストを PfR ポ
リシー内で参照する必要があります。参照するには、PfR マップと match pfr learn コマンド（list 
キーワード指定）を使用します。ポリシーをアクティブ化するには、policy-rules（PfR）コマンドを

使用します。

パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプ
リケーション マッピングの設定方法

• 「スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック クラスを自動的に学習する

ための学習リストの定義」（P.6）

• 「スタティック アプリケーション マッピングを使用した、トラフィック クラスの手動選択」（P.11）

• 「トラフィック クラスおよび学習リストの情報の表示とリセット」（P.12）

スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック クラス
を自動的に学習するための学習リストの定義

マスター コントローラでこのタスクを実行すると、スタティック アプリケーション マッピングを使用

して学習リストを定義できます。学習リスト内では、アプリケーションを示すキーワードを使用して特

定のアプリケーション トラフィック クラスを識別することができます。定義済みの学習リストには、

スタティック アプリケーション マッピングを使用して PfR で自動的に学習されたトラフィック クラス

が表示されます。表示されたトラフィック クラスは、必要に応じてプレフィクス リストによってフィ

ルタリングすることができます。
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定方法
このタスクでは、スタティック アプリケーション マッピングのキーワードを使用してトラフィック ク
ラスを作成するように学習リストを設定します。学習リストごとに異なる PfR ポリシーを適用できま

す。結果として得られた作成されたプレフィクスは、プレフィクス長 24 に集約されます。プレフィク

ス リストがトラフィック クラスに適用されて、10.0.0.0/8 プレフィクスからのトラフィックが許可さ

れます。マスター コントローラは、フィルタリング対象トラフィックの 高アウトバウンド スルー

プットに基づいてトップ プレフィクスを学習するように設定され、その結果得られたトラフィック ク
ラスが PfR アプリケーション データベースに追加されます。

学習リストは、PfR ポリシー内で PfR マップを使用して参照され、policy-rules（PfR）コマンドを使

用してアクティブ化されます。

設定済みの学習リストと PfR によって学習されたトラフィック クラスに関する情報を表示するには、

「トラフィック クラスおよび学習リストの情報の表示とリセット」（P.12）の手順を使用します。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip prefix-list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [le le-value]

4. pfr master

5. policy-rules map-name

6. learn

7. list seq number refname refname

8. traffic-class application application-name [filter prefix-list-name]

9. aggregation-type {bgp | non-bgp | prefix-length prefix-mask}

10. throughput

11. exit

12. 追加の学習リストを設定するには、ステップ 7 からステップ 11 を繰り返します。

13. exit

14. ステップ 12 を 2 回繰り返し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

15. pfr-map map-name sequence-number 

16. match pfr learn list list-name

17. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定方法
ステップ 3 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [le 
le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list INCLUDE_10_NET 
permit 10.0.0.0/8

学習するプレフィクスをフィルタリングするための IP 
プレフィクス リストを作成します。

• IP プレフィクス リストを学習リスト コンフィ

ギュレーション モードで使用すると、学習される 
IP アドレスをフィルタリングすることができま

す。

• 例では、PfR に INCLUDE_10_NET という IP プ
レフィクス リストが作成され、プレフィクス 
10.0.0.0/8 のプロファイリングが行われます。

ステップ 4 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとして 
Cisco ルータを設定し、マスター コントローラ ポリ

シーおよびタイマー設定を設定します。

ステップ 5 policy-rules map-name 

例：
Router(config-pfr-mc)# policy-rules 
LL_REMOTE_MAP

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードで、PfR マップを選択し設定を適用します。

• アクティブ化する PfR マップ名を指定するには、

map-name 引数を使用します。

• 例では、このタスクで設定した学習リストを含ん

でいる LL_REMOTE_MAP という名前の PfR 
マップが適用されます。

ステップ 6 learn 

例：
Router(config-pfr-mc)# learn 

PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレーショ

ン モードを開始して、トラフィック クラスを自動的

に学習します。

ステップ 7 list seq number refname refname 

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# list seq 10 
refname LEARN_REMOTE_LOGIN_TC

PfR 学習リストを作成し、学習リスト コンフィギュ

レーション モードを開始します。

• 学習リスト基準が適用される順番の決定に使用さ

れるシーケンス番号を指定するには、seq キー

ワードおよび number 引数を使用します。

• 学習リストの参照名を指定するには、refname 
キーワードおよび refname 引数を使用します。

• 例では、LEARN_REMOTE_LOGIN_TC という

名前の学習リストが作成されます。

ステップ 8 traffic-class application application-name... 
[filter prefix-list-name]

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# traffic-class 
application telnet ssh

事前定義されたスタティック アプリケーションを使用

して、PfR トラフィック クラスを定義します。

• application-name 引数を使用して、事前定義され

たスタティック アプリケーションを示す 1 つまた

は複数のキーワードを指定します。省略符号は、

複数のアプリケーション キーワードを指定できる

ことを示すときに使用します。

• 例では、telnet および ssh トラフィックを含むト

ラフィック クラスが定義されます。

コマンドまたはアクション 目的
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定方法
ステップ 9 aggregation-type {bgp | non-bgp | prefix-length} 
prefix-mask 

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# 
aggregation-type prefix-length 24

（任意）トラフィック フロー タイプに基づいて学習済

みのプレフィクスを集約するように、マスター コント

ローラを設定します。

• bgp キーワードは、BGP ルーティング テーブル

内のエントリに基づいてプレフィクスを集約する

ように設定します。このキーワードは、BGP ピア

リングがネットワーク内でイネーブルの場合に使

用されます。

• non-bgp キーワードは、スタティック ルートに基

づいて学習済みのプレフィクスを集約するように

設定します。このキーワードが入力された場合、

BGP ルーティング テーブル内のエントリは無視

されます。

• prefix-length キーワードは、指定したプレフィク

ス長に基づいて集約するように設定します。この

引数に設定できる値の範囲は、1 ～ 32 のプレフィ

クス マスクです。

• このコマンドが指定されない場合、デフォルトの

集約が、/24 のプレフィクス長に基づいて実行さ

れます。

• 例では、/24 のプレフィクス長に基づいて、プレ

フィクス長の集約が設定されます。

ステップ 10 throughput 

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# throughput

高アウトバウンド スループットに基づいてトップ 
プレフィクスを学習するように、マスター コントロー

ラを設定します。

• このコマンドをイネーブルにすると、マスター コ
ントローラでは 高アウトバウンド スループット

に従ってすべてのボーダー ルータのトップ プレ

フィクスが学習されます。

• 例では、LEARN_REMOTE_LOGIN_TC トラ

フィック クラスの 高アウトバウンド スルー

プットに基づいてトップ プレフィクスを学習する

ように、マスター コントローラが設定されます。

ステップ 11 exit

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)# exit

学習リスト コンフィギュレーション モードを終了し、

PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレーショ

ン モードに戻ります。

ステップ 12 追加の学習リストを設定するには、ステップ 7 からス

テップ 11 を繰り返します。

―

ステップ 13 exit

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# exit

PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレーショ

ン モードを終了し、PfR マスター コントローラ コン

フィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 14 ステップ 13 を繰り返して、グローバル コンフィギュ

レーション モードに戻ります。

—

コマンドまたはアクション 目的
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定方法
例：

この例では、2 つの学習リストが、リモート ログイン トラフィックとファイル転送トラフィックを識

別するように設定されます。Telnet および Secure Shell（SSH）トラフィックを示すキーワードを使用

してリモート ログイン トラフィック クラスが設定され、その結果得られたプレフィクスがプレフィク

ス長 24 に集約されます。ファイル転送トラフィック クラスは、FTP を示すキーワードを使用して設定

し、同様にプレフィクス長 24 に集約されます。プレフィクス リストがファイル転送トラフィック クラ

スに適用されて、10.0.0.0/8 プレフィクスからのトラフィックが許可されます。マスター コントローラ

は、フィルタリング対象トラフィックの 高アウトバウンド スループットに基づいてトップ プレフィ

クスを学習するように設定され、その結果得られたトラフィック クラスが PfR アプリケーション デー

タベースに追加されます。PfR マップは学習リストに一致するように設定され、ファイル転送トラ

フィック クラスは policy-rules（PfR）コマンドを使用してアクティブ化されます。

ip prefix-list INCLUDE_10_NET 10.0.0.0/8
pfr master
 policy-rules LL_FILE_MAP 
 learn 
  list seq 10 refname LEARN_REMOTE_LOGIN_TC
   traffic-class application telnet ssh
   aggregation-type prefix-length 24 
   throughput
   exit
  list seq 20 refname LEARN_FILE_TRANSFER_TC
   traffic-class application ftp filter INCLUDE_10_NET
   aggregation-type prefix-length 24 
   throughput
   exit
  exit
 exit
pfr-map LL_REMOTE_MAP 10
 match pfr learn list LEARN_REMOTE_LOGIN_TC
 exit
pfr-map LL_FILE_MAP 20
 match pfr learn list LEARN_FILE_TRANSFER_TC

ステップ 15 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map LL_REMOTE_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つだ

け設定できます。

• 例では、LL_REMOTE_MAP という名前の PfR 
マップが作成されます。

ステップ 16 match pfr learn list refname

例：
Router(config-oer-map)# match pfr learn list 
LEARN_REMOTE_LOGIN_TC

学習済みの PfR プレフィクスに一致させるために、

PfR マップ内で match 句エントリを作成します。

• 例では、LEARN_REMOTE_LOGIN_TC という

名前の PfR 学習リストに定義されている条件を使

用して、トラフィック クラスが定義されます。

（注） ここでは、このタスクに関連する構文だけを

使用しています。

ステップ 17 end

例：
Router(config-oer-map)# end

（任意）OER マップ コンフィギュレーション モード

を終了して、特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定方法
 end

スタティック アプリケーション マッピングを使用した、トラフィック クラ
スの手動選択

このタスクを実行すると、スタティック アプリケーション マッピングを使用して手動でトラフィック 
クラスを選択できます。次のタスクは、トラフィック クラスに選択する宛先プレフィクスおよびアプ

リケーションが判明している場合に実行します。このタスクでは、宛先プレフィクスを定義する IP プ
レフィクス リストが作成され、match traffic-class application（PfR）コマンドを使用してスタ

ティック アプリケーションが定義されます。PfR マップを使用して、各プレフィクスを各アプリケー

ションに対応付けて、トラフィック クラスを作成します。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [le le-value]

4. 必要に応じて、追加のプレフィクス リスト エントリについてステップ 3 を繰り返します。

5. pfr-map map-name sequence-number 

6. match traffic-class application application-name prefix-list prefix-list-name

7. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力し

ます。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [le 
le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list LIST1 permit 
10.1.1.0/24

宛先プレフィクスベースのトラフィック クラスを指定

するために、プレフィクス リストを作成します。

• 例では、アプリケーション トラフィック クラス

のフィルタリングに使用する宛先プレフィクス 
10.1.1.0/24 が指定されます。

ステップ 4 必要に応じて、追加のプレフィクス リスト エントリ

についてステップ 3 を繰り返します。

―
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定方法
トラフィック クラスおよび学習リストの情報の表示とリセット

トラフィック クラスおよび学習リストの情報を表示し、任意で一部のトラフィック クラス情報をリ

セットするには、次の作業を実行します。これらのコマンドは、学習リストが設定されてトラフィック 
クラスが自動的に学習された後、または PfR マップを使用してトラフィック クラスが手動で設定され

たときに入力できます。コマンドは、任意の順番で入力できます。すべてのコマンドは、省略可能で

す。

手順の概要

1. enable

2. show pfr master traffic-class [access-list access-list-name | application application-name [prefix] 
| inside | learned [delay | inside | list list-name | throughput] | prefix prefix | prefix-list 
prefix-list-name] [active | passive | status] [detail]

3. show pfr master learn list list-name

4. clear pfr master traffic-class [access-list access-list-name | application application-name [prefix] 
| inside | learned [delay | inside | list list-name | throughput] | prefix prefix | prefix-list 
prefix-list-name]

ステップ 5 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map APPLICATION_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つだ

け設定できます。

• permit シーケンスは 初に IP プレフィクス リス

トに定義してから、ステップ 6 で match 
traffic-class コマンドを使用して適用します。

• 例では、APPLICATION_MAP という名前の PfR 
マップが作成されます。

ステップ 6 match traffic-class application 
application-name prefix-list prefix-list-name

例：
Router(config-pfr-map)# traffic-class 
application telnet ssh prefix-list LIST1

PfR マップを使用してトラフィック クラスを作成する

には、プレフィクス リストに対する一致基準として 1 
つまたは複数のスタティック アプリケーションを手動

で設定します。

• application-name 引数を使用して、事前定義され

たスタティック アプリケーションを示す 1 つまた

は複数のキーワードを指定します。

• 例では、宛先プレフィクスが Y のアプリケーショ

ン X としてトラフィック クラスが定義されます。

X は Telnet または Secure Shell、Y は LIST1 とい

う名前の IP プレフィクス リストに定義されてい

る宛先アドレスです。

ステップ 7 end

例：
Router(config-pfr-map)# end

（任意）PfR マップ 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。

コマンドまたはアクション 目的
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定方法
手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

Router> enable

ステップ 2 show pfr master traffic-class [access-list access-list-name | application application-name [prefix] | 
inside | learned [delay | inside | list list-name | throughput] | prefix prefix | prefix-list prefix-list-name] 
[active | passive | status] [detail]

このコマンドは、学習済みのトラフィック クラス、または PfR 学習リスト コンフィギュレーション 
モードで手動設定されたトラフィック クラスに関する情報を表示するために使用されます。

Router# show pfr master traffic-class

OER Prefix Statistics:
 Pas - Passive, Act - Active, S - Short term, L - Long term, Dly - Delay (ms),
 P - Percentage below threshold, Jit - Jitter (ms), 
 MOS - Mean Opinion Score
 Los - Packet Loss (packets-per-million), Un - Unreachable (flows-per-million),
 E - Egress, I - Ingress, Bw - Bandwidth (kbps), N - Not applicable
 U - unknown, * - uncontrolled, + - control more specific, @ - active probe all
 # - Prefix monitor mode is Special, & - Blackholed Prefix
 % - Force Next-Hop, ^ - Prefix is denied
 
DstPrefix           Appl_ID Dscp Prot     SrcPort     DstPort SrcPrefix         
           Flags             State     Time            CurrBR  CurrI/F Protocol
         PasSDly  PasLDly   PasSUn   PasLUn  PasSLos  PasLLos      EBw      IBw
         ActSDly  ActLDly   ActSUn   ActLUn  ActSJit  ActPMOS
--------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.0/24               N defa    N           N           N N                 
               #          OOPOLICY       32         10.11.1.3    Et1/0      BGP
               N        N        N        N        N        N        N      IBwN
             130      134        0        0        N        N

ステップ 3 show pfr master learn list [list-name] 

このコマンドは、設定された PfR 学習リストの 1 つまたはすべてを表示するために使用されます。こ

の例では、2 つの学習リストに関する情報が表示されます。

Router# show pfr master learn list

Learn-List LIST1 10
   Configuration:
    Application: ftp
    Aggregation-type: bgp
    Learn type: thruput
    Policies assigned: 8 10
   Stats:
    Application Count: 0
    Application Learned:
 Learn-List LIST2 20
   Configuration:
    Application: telnet
    Aggregation-type: prefix-length 24
    Learn type: thruput
    Policies assigned: 5 20
   Stats:
    Application Count: 2
    Application Learned:
     Appl Prefix 10.1.5.0/24 telnet
     Appl Prefix 10.1.5.16/28 telnet
13
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定例
ステップ 4 clear pfr master traffic-class [access-list access-list-name | application application-name [prefix] | 
inside | learned [delay | inside | list list-name | throughput] | prefix prefix | prefix-list prefix-list-name] 

このコマンドは、PfR の制御対象トラフィック クラスをマスター コントローラ データベースからクリ

アするために使用されます。次の例では、Telnet アプリケーションおよび 10.1.1.0/24 プレフィクスに

よって定義されたトラフィック クラスがクリアされます。

Router# clear pfr master traffic-class application telnet 10.1.1.0/24

パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプ
リケーション マッピングの設定例

• 「例：スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック クラスを自動的に学習

するための学習リストの定義」（P.14）

• 「例：自動的に学習されたプレフィクスベースのトラフィック クラスの学習リストの定義」（P.15）

• 「例：アクセス リストを使用して自動的に学習されたアプリケーション トラフィック クラスの学

習リストの定義」（P.16）

• 「例：スタティック アプリケーション マッピングを使用した、トラフィック クラスの手動選択」

（P.16）

• 「例：プレフィクス リストを使用した、プレフィクスベースのトラフィック クラスの手動選択」

（P.17）

• 「例：アクセス リストを使用したアプリケーション トラフィック クラスの手動選択」（P.17）

例：スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック 
クラスを自動的に学習するための学習リストの定義

次の例では、スタティック アプリケーション マッピングを使用してアプリケーション トラフィック ク
ラスが定義されます。この例では、次の 2 つの PfR 学習リストが定義されます。

• LEARN_REMOTE_LOGIN_TC：Telnet および SSH で表されるリモート ログイン トラフィック

• LEARN_FILE_TRANSFER_TC：FTP で表され、10.0.0.0/8 プレフィクスによってフィルタリン

グされるファイル転送トラフィック

目的は、1 つのポリシー（POLICY_REMOTE）を使用してリモート ログイン トラフィックを 適化

することと、別のポリシー（POLICY_FILE）を使用してファイル転送トラフィックを 適化すること

です。次のタスクでは、 高遅延に基づいたトラフィック クラスの学習が設定されます。policy-rules
（PfR）コマンドは、リモート トラフィック クラスの学習リストをアクティブ化します。ファイル転送

トラフィック クラスをアクティブ化するには、policy-rules（PfR）コマンドを使用して、

POLICY_REMOTE マップ名を POLICY_FILE マップ名に置き換えます。

ip prefix-list INCLUDE_10_NET 10.0.0.0/8
pfr master
 policy-rules POLICY_REMOTE 10 
 learn 
 list seq 10 refname LEARN_REMOTE_LOGIN_TC
 traffic-class application telnet ssh
 aggregation-type prefix-length 24 
 delay
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定例
 exit
 list seq 20 refname LEARN_FILE_TRANSFER_TC
 traffic-class application ftp filter INCLUDE_10_NET
 aggregation-type prefix-length 24 
 delay
 exit
 exit
pfr-map POLICY_REMOTE 10
 match pfr learn list LEARN_REMOTE_LOGIN_TC
 exit
pfr-map POLICY_FILE 20
 match pfr learn list LEARN_FILE_TRANSFER_TC
 end

例：自動的に学習されたプレフィクスベースのトラフィック クラスの学習
リストの定義

マスター コントローラ上で設定された次の例では、プレフィクス リストだけに基づいて自動的に学習

されたトラフィック クラスを含む学習リストが定義されます。この例では、3 つの支社があり、支社 A 
および B へのすべてのトラフィックを 1 つのポリシー（Policy1）を使用して 適化し、支社 C へのト

ラフィックを別のポリシー（Policy2）を使用して 適化することが目的です。

支社 A は、10.1.0.0./16 に一致するすべてのプレフィクスとして定義され、支社 B は、10.2.0.0./16 に
一致するすべてのプレフィクスとして定義されます。支社 C は、10.3.0.0./16 に一致するすべてのプレ

フィクスとして定義されます。

次のタスクでは、 高アウトバウンド スループットに基づいたプレフィクスの学習が設定されます。

policy-rules（PfR）コマンドは、支社 A および B 用に設定されたトラフィック クラス学習リストをア

クティブ化します。

ip prefix-list BRANCH_A_B permit seq 10 10.1.0.0/16
ip prefix-list BRANCH_A_B permit seq 20 10.2.0.0/16
ip prefix-list BRANCH_C permit seq 30 10.3.0.0/16
pfr master
 policy-rules POLICY1
 learn 
  list seq 10 refname LEARN_BRANCH_A_B 
   traffic-class prefix-list BRANCH_A_B
   throughput
   exit
  list seq 20 refname LEARN_BRANCH_C
   traffic-class prefix-list BRANCH_C
   throughput
   exit
  exit
 exit
pfr-map POLICY1 10
 match pfr learn list LEARN_BRANCH_A_B
 exit
pfr-map POLICY2 10
 match pfr learn list LEARN_BRANCH_C
 end
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  パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの設定例
例：アクセス リストを使用して自動的に学習されたアプリケーション トラ
フィック クラスの学習リストの定義

次の例では、カスタム アプリケーション トラフィック クラスを定義するアクセス リストが作成されま

す。この例のカスタム アプリケーションは、次の 4 つの基準で構成されます。

• 宛先ポート 500 上のすべての TCP トラフィック

• 700 ～ 750 の範囲のポート上のすべての TCP トラフィック

• 送信元ポート 400 上のすべての UDP トラフィック

• ef の Differentiated Service Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）ビットでマーキングさ

れた、すべての IP パケット

ここでの目的は、POLICY_CUSTOM_APP という名前の PfR ポリシー内で参照されている学習リスト

を使用して、カスタム アプリケーション トラフィックを 適化することです。次のタスクでは、 高

アウトバウンド スループットに基づいたトラフィック クラスの学習が設定されます。policy-rules
（PfR）コマンドは、カスタム アプリケーション トラフィック クラスの学習リストをアクティブ化しま

す。

ip access-list extended USER_DEFINED_TC
 permit tcp any any 500
 permit tcp any any range 700 750
 permit udp any eq 400 any
 permit ip any any dscp ef 
 exit
pfr master
 policy-rules POLICY_CUSTOM_APP 
 learn 
  list seq 10 refname CUSTOM_APPLICATION_TC 
   traffic-class access-list USER_DEFINED_TC
   aggregation-type prefix-length 24 
   throughput
   exit 
  exit
 exit
pfr-map POLICY_CUSTOM_APP 10
 match pfr learn list CUSTOM_APPLICATION_TC
 end

例：スタティック アプリケーション マッピングを使用した、トラフィック 
クラスの手動選択

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで開始し、Telnet または Secure Shell として定義さ

れ、10.1.1.0/24 ネットワーク、10.1.2.0/24 ネットワーク、および 172.16.1.0/24 ネットワークのプレ

フィクスを宛先とするアプリケーション トラフィックを含めるように PfR マップを設定する例を示し

ます。

ip prefix-list LIST1 permit 10.1.1.0/24
ip prefix-list LIST1 permit 10.1.2.0/24
ip prefix-list LIST1 permit 172.16.1.0/24
pfr-map PREFIXES 10 
 match traffic-class application telnet ssh prefix-list LIST1 
 end 
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  次の作業
例：プレフィクス リストを使用した、プレフィクスベースのトラフィック 
クラスの手動選択 

次の例は、マスター コントローラ上で設定されます。トラフィック クラスが、宛先プレフィクスだけ

に基づいて手動で選択されます。次のタスクは、トラフィック クラスに選択する宛先プレフィクスが

判明している場合に実行します。宛先プレフィクスを定義するために IP プレフィクス リストが作成さ

れ、PfR マップを使用してこのトラフィック クラスのプロファイリングが行われます。

ip prefix-list PREFIX_TC permit 10.1.1.0/24
ip prefix-list PREFIX_TC permit 10.1.2.0/24
ip prefix-list PREFIX_TC permit 172.16.1.0/24
pfr-map PREFIX_MAP 10 
 match traffic-class prefix-list PREFIX_TC
 end

例：アクセス リストを使用したアプリケーション トラフィック クラスの
手動選択

次の例は、マスター コントローラ上で設定されます。トラフィック クラスが、アクセス リストを使用

して手動で選択されます。アクセス リストの各エントリは、トラフィック クラスであり、宛先プレ

フィクスが必ず含まれています。他の省略可能なパラメータが含まれていることもあります。

ip access-list extended ACCESS_TC
 permit tcp any 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 500
 permit tcp any 172.17.1.0 0.0.255.255 eq 500
 permit tcp any 172.17.1.0 0.0.255.255 range 700 750 
 permit tcp 192.168.1.1 0.0.0.0 10.1.2.0 0.0.0.255 eq 800any any dscp ef 
 exit
pfr-map ACCESS_MAP 10 
 match traffic-class access-list ACCESS_TC

次の作業
他のパフォーマンス ルーティング機能の詳細または一般的な概念に関する資料については、「関連資

料」（P.17）に記載の資料を参照してください。

参考資料

関連資料

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール
17

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/command/reference/oer_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-basic.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/pfr/configuration/guide/pfr-advanced.html


 

パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピング

  参考資料
シスコのテクニカル サポート

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

関連項目 参照先
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パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプ
リケーション マッピングの機能情報

表 2 に、機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 2 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 2 パフォーマンス ルーティングを使用したスタティック アプリケーション マッピングの機能情報

機能名 リリース 機能の設定情報

OER：スタティック アプリケーション マッ

ピングを使用したアプリケーション アウェア 
ルーティング

12.4(15)T OER：スタティック アプリケーション マッピングを使用し

たアプリケーション アウェア ルーティング機能により、1 つ
のキーワードだけを使用して標準アプリケーションを設定で

きるようになりました。この機能により、学習リストにプロ

ファイリングされたトラフィック クラスにパフォーマンス 
ルーティング（PfR）ポリシーを適用できる学習リスト コン

フィギュレーション モードも導入されました。異なるポリ

シーを各学習リストに適用できます。PfR が自動的に学習で

きるトラフィック クラス、または手動で設定するトラフィッ

ク クラスの設定を容易にするため、traffic-class コマンドお

よび match traffic-class コマンドが新たに導入されました。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。clear pfr master traffic-class、count（PfR）、delay
（PfR）、list（PfR）、match traffic-class access-list（PfR）、

match traffic-class application（PfR）、match 
traffic-class prefix-list（PfR）、show pfr border defined 
application、show pfr master defined application、show 
pfr master learn list、show pfr master traffic-class、
throughput（PfR）、traffic-class access-list（PfR）、

traffic-class application（PfR）、traffic-class prefix-list
（PfR）。
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パフォーマンス ルーティングの traceroute 
レポート

Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）では traceroute レポートをサポートしてい

るので、ホップバイホップ ベースでプレフィクスのパフォーマンスを監視できます。遅延、損失、お

よび到達可能性の測定が、プローブ ソース（ボーダー ルータ）からターゲット プレフィクスへのホッ

プごとに収集されます。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース 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に関する

情報を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「パ

フォーマンス ルーティングの traceroute レポートの機能情報」（P.8）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの概要」（P.2）

• 「パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの設定方法」（P.3）

• 「パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの設定例」（P.5）

• 「次の作業」（P.6）

• 「参考資料」（P.6）

• 「パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの機能情報」（P.8）

http://www.cisco.com/go/cfn
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パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの概要
• 「PfR のロギングとレポート」（P.2）

• 「traceroute レポートを使用した PfR のトラブルシューティング」（P.2）

PfR のロギングとレポート

Cisco IOS PfR では、標準の syslog 機能をサポートしています。デフォルトでは、通知レベルの syslog 
がイネーブルになります。システム ロギングのイネーブル化と設定は、グローバル コンフィギュレー

ション モードで行います。PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードまたは PfR ボー

ダー ルータ コンフィギュレーション モードの logging（PfR）コマンドは、PfR でシステム ロギング

をイネーブルまたはディセーブルにする場合に限り使用します。PfR システム ロギングは、次のメッ

セージ タイプをサポートします。

• エラー メッセージ：これらのメッセージは、PfR の動作障害や、通常の PfR 動作に影響する可能

性のある通信問題を示します。

• デバッグ メッセージ：これらのメッセージは、動作上の問題やソフトウェアの問題を診断するた

め、詳細な PfR の動作を監視するときに使用します。

• 通知メッセージ：これらのメッセージは、PfR が通常の動作状態にあることを示します。

• 警告メッセージ：これらのメッセージは、PfR が正しく機能しているものの、PfR の外部のイベン

トが通常の PfR の動作に影響する可能性があることを示します。

システム、端末、宛先、およびその他のシステム グローバル ロギング パラメータを変更するには、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで logging コマンドを使用します。システム ロギングのグ

ローバル コンフィギュレーションの詳細については、『Cisco IOS Network Management Configuration 
Guide』の「Troubleshooting, Logging, and Fault Management」の項を参照してください。

traceroute レポートを使用した PfR のトラブルシューティング

PfR では、syslog および debug Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）コ

マンドを使用して問題を診断することができますが、コストベース 適化と traceroute レポートに対す

る OER のサポート機能により、traceroute レポートもサポートされるようになりました。traceroute レ
ポートの使用により、PfR では、traceroute プローブを使用してホップバイホップ ベースの遅延が判断

され、トラフィック クラスのパフォーマンスが報告されます。

traceroute レポートが導入される前は、出口リンクでトラフィック クラスに予期しないラウンドトリッ

プ遅延値が報告されるような状況でも、ホップ単位の遅延を測定する方法はありませんでした。PfR で
は、User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）の traceroute を使用してホップ

単位の遅延統計が収集されます。traceroute は、所定の IP アドレスまたはホスト名を持つデバイスへ

のルートをトレースするものとして定義され、デバイスへのパスに存在する問題の場所を検出するのに

役立ちます。デフォルトでは従来の UDP ベースの traceroute が使用されますが、ファイアウォールを

通じて許可される TCP SYN パケットを特定のポートに送信するよう、PfR を設定することができま

す。

traceroute レポートの設定は、マスター コントローラで行います。traceroute プローブは、ボーダー 
ルータの出口がソースとなります。この機能を利用することにより、ホップバイホップ ベースでトラ

フィック クラスのパフォーマンスを監視できます。traceroute レポートがイネーブルである場合、自律

システム番号、IP アドレス、および遅延測定が、プローブ ソースからターゲット プレフィクスへの

ホップごとに収集されます。デフォルトでは、トラフィック クラスが Out-of-Policy（OOP; ポリシー
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違反）になった場合に限り、traceroute プローブが送信されます。TCP ベースの traceroute は手動で設

定でき、traceroute プローブの時間間隔も変更できます。デフォルトでは、ホップ単位の遅延レポート

はディセーブルになります。

traceroute プローブを設定するには、次の方法を使用します。

• 定期：traceroute プローブは、新しいプローブ サイクルごとにトリガされます。1 つの出口だけを

プローブするオプションが選択されている場合、トラフィック クラスの現在の出口がプローブの

ソースとなります。すべての出口をプローブするオプションが選択されている場合、使用可能なす

べての出口が traceroute プローブのソースとなります。

• ポリシーベース：traceroute プローブは、トラフィック クラスがポリシー違反状態になると自動的

にトリガされます。PfR マップの match 句に指定されているすべてのトラフィック クラスに対し

て、traceroute レポートをイネーブルにすることができます。トラフィック クラスがポリシー準拠

状態に戻ると、ポリシーベースの traceroute レポートは停止します。

オンデマンド：定期的な traceroute レポートも、すべてのパスに関するホップ単位の統計情報も不要で

ある場合には、traceroute プローブをオンデマンドでトリガできます。show pfr master prefix コマン

ドのオプションのキーワードと引数を使用して、特定のパスの特定のトラフィック クラス、またはす

べてのパスに関する traceroute レポートを開始できます。

パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの設定
方法

• 「PfR の traceroute レポートの設定」（P.3）

PfR の traceroute レポートの設定

traceroute レポートを設定するには、マスター コントローラでこのタスクを実行します。PfR アクティ

ブ プローブを使用した場合に、ホスト アドレスが PfR プローブ メッセージに応答しないことがありま

す。プローブ メッセージに応答しない理由としては、ファイアウォールまたはその他のネットワーク

の問題が考えられますが、PfR ではそのホスト アドレスが到達不能と見なされ、プレフィクスの制御

が解放されます。traceroute レポートが導入される前は、出口リンクでトラフィック クラスに予期しな

いラウンドトリップ遅延値が報告されるような状況でも、ホップ単位の遅延を測定する方法はありませ

んでした。応答しないターゲット アドレスとホップ単位の遅延情報不足の両方を解決するには、UDP 
の traceroute と任意で TCP の traceroute を使用します。traceroute レポートの設定はマスター コント

ローラで行いますが、traceroute プローブのソースはボーダー ルータ出口となります。

このタスクでは、3 つの方法を使用して traceroute プローブを設定します。定期およびポリシーベース

の traceroute レポートは、PfR マップを使用して set traceroute reporting（PfR）コマンドで設定しま

す。オンデマンドの traceroute プローブは、show pfr master prefix コマンドに特定のパラメータを入

力することによってトリガーされます。また、このタスクでは、traceroute probe-delay（PfR）コマ

ンドを使用して traceroute プローブの時間間隔を変更する方法も示します。

traceroute レポートがイネーブルの場合、traceroute プローブのデフォルトの時間間隔は 1000 ミリ秒で

す。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. pfr master
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4. traceroute probe-delay milliseconds 

5. exit

6. pfr-map map-name sequence-number 

7. match pfr learn {delay | throughput}

8. set traceroute reporting [policy {delay | loss | unreachable}] 

9. end 

10. show pfr master prefix [detail | learned [delay | throughput] | prefix [detail | policy | 
traceroute [exit-id | border-address | current] [now]]] 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、マスター コントローラとして

ルータを設定し、グローバル処理およびポリシーを

設定します。

ステップ 4 traceroute probe-delay milliseconds 

例：
Router(config-pfr-mc)# traceroute probe-delay 
500 

traceroute プローブ サイクルの時間間隔を設定しま

す。

• traceroute プローブのデフォルトの時間間隔は 
1000 ミリ秒です。

• 例では、プローブの間隔が 500 ミリ秒に設定さ

れます。

ステップ 5 exit 

例：
Router(config-pfr-mc)# exit 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを終了し、グローバル コンフィギュレーショ

ン モードに戻ります。

ステップ 6 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map TRACEROUTE 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、選択した IP プレフィクスにポリシーを適用する

ように PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• 例では、TRACEROUTE という名前の PfR マッ

プが作成されます。
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パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの設定
例

• 「例：PfR の traceroute レポートの設定」（P.6）

ステップ 7 match pfr learn {delay | throughput} 

例：
Router(config-pfr-map)# match pfr learn delay 

学習済みのプレフィクスに一致させるために、PfR 
マップ内で match 句エントリを作成します。

• 高遅延または 高アウトバウンド スループッ

トに基づいてプレフィクスを学習するように設

定できます。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• 例では、 高遅延に基づいて学習されたトラ

フィックを一致させる match 句エントリが作成

されます。

ステップ 8 set traceroute reporting [policy {delay | loss 
| unreachable}] 

例：
Router(config-pfr-map)# set traceroute 
reporting 

traceroute レポートをイネーブルにします。

• PfR マップには、監視対象プレフィクスが含ま

れている必要があります。これらのプレフィク

スは学習することも、手動で選択することもで

きます。

• キーワードを指定せずにこのコマンドを入力す

ると、継続的なモニタリングがイネーブルにな

ります。

• ポリシー キーワードを指定してこのコマンドを

入力すると、ポリシーベースの traceroute レ
ポートがイネーブルになります。

ステップ 9 end 

例：
Router(config-pfr-map)# end 

PfR マスター コントローラ 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。

ステップ 10 show pfr master prefix [detail | learned [delay 
| throughput] | prefix [detail | policy | 
traceroute [exit-id | border-address | current] 
[now]]] 

例：
Router# show pfr master prefix 10.5.5.5 
traceroute now 

監視対象プレフィクスのステータスを表示します。

• オンデマンドの traceroute プローブを開始する

には、current キーワードおよび now キーワー

ドを入力します。

• current キーワードを指定すると、現在の出口

に関する 新の traceroute プローブの結果が表

示されます。

• 指定のボーダー ルータ出口に関する traceroute 
プローブの結果を表示するには、exit-id または 
border-address 引数を入力します。

• 例では、10.5.5.55 プレフィクスに関するオンデ

マンドの traceroute プローブが開始されます。

コマンドまたはアクション 目的
5



 

パフォーマンス ルーティングの traceroute レポート

  次の作業
例：PfR の traceroute レポートの設定

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで開始し、遅延に基づいて学習されたトラフィック 
クラスの継続的な traceroute レポートを設定する例を示します。

Router(config)# pfr master 
Router(config-pfr-mc)# traceroute probe-delay 10000 
Router(config-pfr-mc)# exit 
Router(config)# pfr-map TRACE 10 
Router(config-pfr-map)# match pfr learn delay 
Router(config-pfr-map)# set traceroute reporting 
Router(config-pfr-map)# end 

次に、特権 EXEC モードで開始し、10.5.5.5 プレフィクスに関するオンデマンドの traceroute プローブ

を開始する例を示します。

Router# show pfr master prefix 10.5.5.55 traceroute current now 

Path for Prefix: 10.5.5.0/24         Target: 10.5.5.5 
Exit ID: 2, Border: 10.1.1.3         External Interface: Et1/0    
Status: DONE, How Recent: 00:00:08 minutes old
Hop  Host            Time(ms) BGP 
1    10.1.4.2        8        0   
2    10.1.3.2        8        300 
3    10.5.5.5  20       50 

次の作業
他のパフォーマンス ルーティング機能の詳細または一般的な概念に関する資料については、「関連資

料」（P.6）に記載の資料を参照してください。

参考資料

関連資料

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール
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  参考資料
シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
7
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  パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの機能情報
パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの機能
情報

表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 パフォーマンス ルーティングの traceroute レポートの機能情報

機能名 リリース 機能情報

コストベースの 適化および traceroute レポー

トに対する OER のサポート 
12.3(14)T
12.2(33)SRB

パフォーマンス ルーティングでは traceroute レポートをサ

ポートしているので、ホップバイホップ ベースでプレフィ

クスのパフォーマンスを監視できます。遅延、損失、およ

び到達可能性の測定が、プローブ ソース（ボーダー ルー

タ）からターゲット プレフィクスへのホップごとに収集さ

れます。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。set traceroute reporting（PfR）、traceroute 
probe-delay（PfR）、および show pfr master prefix。
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アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラ
フィック最適化

このモジュールでは、音質メトリック、ジッター、Mean Opinion Score（MOS; 平均オピニオン評点）

に基づいた音声トラフィックのアウトバウンド 適化をサポートする Performance Routing（PfR; パ
フォーマンス ルーティング）ソリューションについて説明します。ジッターおよび MOS は、音声トラ

フィック向けの重要な定量的品質メトリックであり、これらの音質メトリックは PfR アクティブ プ
ローブを使用して測定します。

PfR は、ネットワーク間の複数の接続に対し、自動ルート 適化と負荷分散を行います。PfR は、IP 
トラフィックを監視してから、プレフィクスのパフォーマンス、リンクの負荷分散、リンク帯域幅の金

銭的コスト、およびトラフィック タイプに基づいてポリシーとルールを定義できる、統合型の Cisco 
IOS ソリューションです。PfR は、アクティブ モニタリング システム、パッシブ モニタリング システ

ム、障害のダイナミック検出、およびパスの自動修正を実行できます。PfR を導入することによって、

インテリジェントな負荷分散や、企業ネットワーク内での 適なルート選択が可能になります。

機能情報の検索
このモジュールに記載されている機能の一部が、ご使用のソフトウェア リリースでサポートされてい

ない場合があります。 新の機能情報および警告については、ご使用のプラットフォームおよびソフト

ウェア リリースのリリース 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に関する

情報を検索したり、各機能がサポートされているリリースに関するリストを参照したりするには、「アク

ティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック 適化の機能情報」（P.20）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセ

スしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

マニュアルの内容
• 「アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック 適化の前提条件」（P.2）

• 「アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック 適化に関する情報」（P.2）

• 「アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック 適化の設定方法」（P.5）

• 「アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック 適化の設定例」（P.16）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の前提条件
• 「次の作業」（P.18）

• 「参考資料」（P.19）

• 「アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック 適化の機能情報」（P.20）

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適
化の前提条件

音声トラフィックの PfR 適化を実装する前に、PfR の動作原理と PfR ネットワーク コンポーネント

のセットアップ方法を理解しておく必要があります。詳細については、「Understanding Performance 
Routing」モジュール、「Configuring Basic Performance Routing」モジュール、および「Configuring 
Advanced Performance Routing」モジュールを参照してください。その他の PfR 機能モジュールのリ

ストについては、「関連資料」（P.19）を参照してください。

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適
化に関する情報

• 「IP ネットワークの音声品質」（P.2）

• 「PfR で使用されるプローブ」（P.3）

• 「PfR 音声パフォーマンス メトリック」（P.4）

IP ネットワークの音声品質

IP ネットワークで伝送される音声パケットとデータ パケットに違いはありません。Plain Old 
Telephone System（POTS; 旧来の公衆電話回線）では、音声トラフィックは定義済みのパスを使用し

て回線交換網で伝送され、通話中、各電話コールに専用の接続が割り当てられます。POTS を使用する

音声トラフィックにはリソースの競合に関する問題はありませんが、IP ネットワーク経由の音声トラ

フィックでは、遅延、ジッター、パケット損失など、通話品質に影響を与える要因に対処する必要があ

ります。

遅延

音声パケットの遅延（レイテンシともいう）は、パケットが送信元デバイスから送信されて宛先デバイ

スに到着するまでの遅れとして定義されています。遅延は、一方向遅延またはラウンドトリップ遅延と

して測定されます。レイテンシの 大の原因は、ネットワーク伝送遅延です。ラウンドトリップ遅延

は、通話能力に影響し、平均オピニオン評点（MOS）の計算に使用されます。一方向遅延は、ネット

ワーク問題の診断に使用されます。200 ミリ秒の遅延に気づいた発信者は、パケット遅延のため、相手

の応答中に話そうとすることがあります。ITU-T G.114 で規定されている電話業界標準では、一方向遅

延の 大値を 150 ミリ秒以下にするよう推奨しています。一方向遅延が 150 ミリ秒を超えると、音声

品質に影響が出ます。300 ミリ秒以上のラウンドトリップ遅延が発生すると、話者同士が同時に発話し

てしまうことがあります。

ジッター

ジッターとは、パケット間遅延の分散です。複数のパケットが発信元から宛先に連続的に送信された場

合、たとえば 10 ms 間隔で送信された場合、ネットワークが理想的に動作していれば、宛先は 10 ms 
間隔でパケットを受信します。しかし、ネットワーク内に遅延（キューイング、代替ルートを介した受
2
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化に関する情報
信など）が存在する場合、パケット間の到着遅延は、10 ms より大きい場合も、10 ms より小さい場合

もあります。この例を使用すると、正のジッター値は、パケットが 10 ms を超える間隔で到着すること

を示します。パケットが 12 ms 間隔で到着する場合、正のジッターは 2 ms です。パケットが 8 ms 間
隔で到着する場合、負のジッターは 2 ms です。Voice over IP（VoIP）など遅延に影響されやすいネッ

トワークでは、正のジッター値は望ましくありません。0 のジッター値が理想的です。

パケット損失

パケット損失は、インターフェイスの障害、パケットのルーティング先の間違い、またはネットワーク

の輻輳によって発生する可能性があります。音声トラフィックのパケット損失はサービスの低下を招

き、発信者には音声が途切れて聞こえます。パケット損失の平均値が低くても、音声品質は短期間の連

続するパケット損失の影響を受ける場合があります。

平均オピニオン評点（MOS）

すべての要因が音声品質に影響を与えるので、音声品質の測定方法については多くの人々が疑問を持っ

ています。ITU などの標準化団体によって、P.800（MOS）および P.861（Perceptual Speech Quality 
Measurement（PSQM））という 2 つの重要な勧告が作成されています。P.800 は、音声品質の平均オ

ピニオン評点を算出する方法の定義に関するものです。MOS スコアの範囲は、 低の音声品質を表す 
1 から 高を表す 5 までです。MOS 4.0 は、「トール品質」音声と見なされます。

PfR で使用されるプローブ

PfR はいくつかの IP SLA プローブを使用して、判断に必要なデータの収集に役立てます。

Cisco IOS IP SLA
Cisco IOS IP SLA は Cisco IOS ソフトウェアの組み込み機能で、これを使用すると IP アプリケーショ

ンおよびサービスの IP サービス レベルの分析、生産性の改善、運用コストの削減、ネットワークの輻

輳や停止の低減などが可能になります。IP SLA では、ネットワーク パフォーマンスの測定にアクティ

ブ トラフィック モニタリングを使用します。つまり、継続的で信頼性が高く予測可能な方法でトラ

フィックを生成します。Cisco ルータで使用できる IP SLAs Responder を宛先デバイス上でイネーブル

にすると、測定データの精度が向上します。IP SLA の詳細については、『Cisco IOS IP SLAs 
Configuration Guide』を参照してください。

PfR で使用される アクティブ プローブ タイプ

設定可能なアクティブ プローブのタイプは次のとおりです。

ICMP エコー：ターゲット アドレスに ping が送信されます。アクティブ プローブが自動的に生成され

ると、PfR はデフォルトにより ICMP エコー プローブを使用します。ICMP エコー プローブの設定に

は、ターゲット デバイスからの大きな協力を必要としません。しかし、プローブを繰り返し行うと、

ターゲット ネットワーク内で Intrusion Detection System（IDS; 侵入検知システム）アラームが発生す

ることがあります。自身の管理制御下にないターゲット ネットワークで IDS が設定されている場合に

は、ターゲット ネットワークの管理者に通知することを推奨します。

ジッター：ジッター プローブがターゲット アドレスに送信されます。ターゲット ポート番号を指定す

る必要があります。設定されるポート番号に関係なく、ターゲット デバイスのリモート レスポンダは

イネーブルにする必要があります。

TCP 接続：TCP 接続プローブがターゲット アドレスに送信されます。ターゲット ポート番号を指定す

る必要があります。TCP メッセージの設定で、既知の番号である TCP ポート番号 23 以外のポート番

号を使用するように指定されている場合は、リモート レスポンダをイネーブルにする必要があります。

UDP エコー：UDP エコー プローブがターゲット アドレスに送信されます。ターゲット ポート番号を

指定する必要があります。設定されるポート番号に関係なく、ターゲット デバイスのリモート レスポ

ンダはイネーブルにする必要があります。
3
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化に関する情報
プローブの頻度

デフォルトでは、PfR で使用されるプローブの頻度は 60 秒に設定されています。ただし、2 つのプ

ローブ間の時間間隔を短く設定することで、ポリシーごとにこの頻度を増やすことができます。プロー

ブの頻度を増やすと応答時間が短縮され、MOS 低カウント率の近似値をより正確に求めることができ

ます。

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化

アクティブ プローブを使用して音声トラフィックを 適化するように PfR を設定するには、いくつか

の決定を行ったあと、派生タスクを実行します。 初のステップでは、 適化するトラフィックを識別

し、プレフィクス リストまたはアクセス リストのいずれを使用するかを決定します。プレフィクス リ
ストは、特定の宛先プレフィクスのセットを持つすべてのトラフィック（音声トラフィックも含む）を

識別するために使用します。アクセス リストは、特定の宛先プレフィクスを持ち、特定のプロトコル

経由で伝送される音声トラフィックだけを識別するために使用します。

音声トラフィック 適化の 2 番目のステップでは、active-probe コマンドまたは set active-probe コマ

ンドを使用してアクティブ プローブを設定し、使用するアクティブ プローブを指定します。PfR では、

アクティブ プローブに強制ターゲット割り当てを設定することもできます。

音声 適化の 後のステップでは、PfR ポリシーを設定し、PfR で識別されたトラフィックに適用する

パフォーマンス メトリックを指定します。

PfR 音声パフォーマンス メトリック

PfR 音声トラフィック 適化は、音声パフォーマンス メトリック、遅延、パケット損失、および MOS 
に基づいた音声トラフィックのアウトバウンド 適化をサポートします。遅延、パケット損失、ジッ

ター、および MOS は、音声トラフィック用の重要な定量的品質メトリックで、PfR アクティブ プロー

ブを使用してこれらの音質メトリックが測定されます。IP SLA ジッター プローブは PfR と統合され

て、遅延およびパケット損失のほか、ジッター（送信元から宛先まで）と MOS スコアを測定します。

ジッター プローブでは、UDP エコー プローブの場合と同様に、リモート サイドの応答が必要です。

PfR に IP SLA ジッター プローブ タイプを統合することで、PfR の音声トラフィック 適化機能が向上

します。PfR ポリシーでは、音声パフォーマンス メトリック（遅延、パケット損失、ジッター、MOS）
にしきい値とプライオリティ値を設定できます。

ジッターを測定するように PfR ポリシーを設定する場合は、しきい値だけを指定し、（その他の PfR 機
能で使用される）相対的変化は指定しません。これは、音声トラフィックでは、ジッターの相対的変化

は意味を持たないからです。たとえば、ジッターが 5 ミリ秒から 25 ミリ秒に変化するのと、15 ミリ秒

から 25 ミリ秒に変化するのとでは、音声品質の低下という観点でいえば違いはありません。短期間の

平均（ 後の 5 分を測定）ジッターがジッターしきい値よりも高い場合、そのプレフィクスはジッター

によるポリシー違反状態であると見なされます。この場合、PfR はすべての出口をプローブし、ジッ

ターが も少ない出口が 良出口として選択されます。

MOS は、さまざまな方法で機能します。MOS の平均値は重要ではありませんが、MOS 値が MOS し
きい値を下回る回数は重要な意味を持ちます。たとえば、MOS しきい値が 3.85 に設定され、10 回の

うち 3 回 の MOS 測定で測定値が 3.85 の MOS しきい値を下回った場合、MOS 低カウント率は 30 % 
です。show コマンドの出力では、アクティブに監視された MOS パケットの数が、しきい値を下回っ

た割合と共に ActPMOS フィールドに表示されます。MOS 測定値がしきい値をわずかに下回っている

場合は、この割合が切り捨てられて 0 の ActPMOS 値が表示されることがあります。MOS 測定が設定

されたポリシーを PfR が実行する場合は、MOS しきい値と MOS 低カウント率の両方が考慮されます。

短期間（ 後の 5 分間）の MOS 低カウント率が、設定された MOS 低カウント率よりも高い場合、プ

レフィクスはポリシー違反状態であると見なされます。この場合、PfR はすべての出口をプローブし、

MOS 値が も高い出口が 良出口として選択されます。
4
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アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化

  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定方法
PfR アクティブ プローブの強制ターゲット割り当て

OER テクノロジーの以前のリリースでは、PfR アクティブ プローブ ターゲットは 長一致プレフィク

スに割り当てられます。しかし、場合によっては宛先プレフィクスと一致しないターゲットを使用する

こともありえます。 長一致プレフィクスを使用するよりも、PfR 強制ターゲット割り当てを設定する

方が適切であるシナリオを図 1 に示します。

図 1 PfR 強制ターゲット割り当てシナリオ

図 1 では、ネットワーク 10.20.21.0/24 または 10.20.22.0/24 の IP アドレス 10.20.22.1 を（ネットワー

クのエッジで）プローブします。ネットワーク内でジッターが発生する可能性は少ないので、ネット

ワークのエッジをプローブすると、 終的な宛先のプローブとほぼ同等の測定値が得られます。

強制ターゲット割り当てを使用すると、 長一致プレフィクスでなくても、プレフィクスのグループま

たはアプリケーションにターゲットを割り当てることができます。ターゲットの割り当てによって、エ

ンド ホストへの遅延ではなく、ネットワークのエッジへの正確な遅延を判定できます。

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適
化の設定方法

適化するトラフィックの識別にプレフィクス リストとアクセス リストのいずれを使用するかに応じ

て、次に示す 2 つのオプション タスクのいずれかを実行します。3 つ目のタスクは、アクセス リスト

を使用して識別されたトラフィックに使用できます。強制ターゲット割り当ての使用方法もここで説明

します。プレフィクス リストを使用して識別されたトラフィックで使用できる設定例については、

「例：アクティブ プローブを使用したトラフィック（音声トラフィックを含む）の 適化」（P.17）を

参照してください。

• 「プレフィクス リストを使用した PfR のトラフィックの識別」（P.6）

• 「アクセス リストを使用して 適化する音声トラフィックを識別する方法」（P.7）

• 「ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定」（P.8）
5
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定方法
プレフィクス リストを使用した PfR のトラフィックの識別

PfR を使用してトラフィックを測定するには、先にトラフィックを識別する必要があります。プレフィ

クス リストを使用してこのタスクを実行し、PfR でプローブするトラフィックを識別します。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length} [ge 
ge-value] [le le-value] 

4. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny 
network/length | permit network/length} [ge 
ge-value] [le le-value] 

例：
Router(config)# ip prefix-list TRAFFIC_PFX_LIST 
seq 10 permit 10.20.21.0/24 

IP プレフィクス リストを作成します。

• IP プレフィクス リストは、PfR マスター コント

ローラでモニタリングするプレフィクスを手動

で選択するために使用されます。

• マスター コントローラは、正確なプレフィクス

（/32）、所定のプレフィクス長、または所定のプ

レフィクス長とそれよりも短いプレフィクス

（/16 よりも短い /24 など）を監視および制御で

きます。

• le キーワードと 32 ビット プレフィクス長を使用

して、プレフィクスの範囲も選択できます。

• IP プレフィクス リストで指定されたプレフィク

スは、match ip address（PfR）コマンドを使用

して PfR マップにインポートします。

• 例では、10.20.21.0/24 サブネットからのプレ

フィクスを許可する、TRAFFIC_PFX_LIST と
いう名前の IP プレフィクス リストが作成されま

す。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

（任意）グローバル 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。
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定方法
アクセス リストを使用して最適化する音声トラフィックを識別する方法

音声トラフィックを測定するには、先に音声トラフィックを識別する必要があります。アクセス リス

トを使用してこのタスクを実行し、音声トラフィックを識別します。

音声用 IP プロトコル スタック

音声トラフィックは、基本となる IP ネットワークでさまざまなプロトコルとストリームを使用します。

IP 経由の音声トラフィック伝送に使用できるプロトコル オプションを  図 2 に示します。音声用シグナ

リング トラフィックの大半は TCP 経由で伝送されます。大半の音声コールは、User Datagram 
Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）および Real-Time Protocol（RTP; リアルタイム転

送プロトコル）経由で伝送されます。所定の範囲の宛先ポート番号を使用して音声コール トラフィッ

クを UDP 経由で伝送するように音声デバイスを設定できます。

図 2 音声トラフィックに使用できるプロトコル スタック オプション

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. ip access list {standard | extended} access-list-name 

4. [sequence-number] permit udp source source-wildcard [operator [port]] destination 
destination-wildcard [operator [port]] [precedence precedence] [tos tos] [ttl operator value] [log] 
[time-range time-range-name] [fragments] 

5. exit
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定方法
手順の詳細

ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定

適化するトラフィックを識別したら（この例では、アクセス リストを使用して音声トラフィックを

識別）、このタスクを実行して PfR ジッター プローブを設定し、ジッター プローブの結果を割り当て

て、識別されたトラフィックを 適化します。この例で、PfR アクティブ音声プローブには、通常の

長一致割り当てターゲットではなく、PfR の強制ターゲットが割り当てられます。ソース デバイスで 
PfR ジッター プローブを設定する前に、ターゲット デバイス（動作のターゲット）で IP SLA 
Responder をイネーブルにする必要があります。IP SLA Responder を使用できるのは、Cisco IOS ソ
フトウェアベースのデバイスだけです。IP SLA Responder が稼動するネットワーク デバイスで次のタ

スクを開始します。

（注） IP SLA Responder が稼動するデバイスは、PfR 用に設定されている必要はありません。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip access-list {standard | extended} 
access-list-name 

例：
Router(config)# ip access-list extended 
VOICE_ACCESS_LIST 

IP アクセス リストを名前で定義します。

• PfR は、名前付きアクセス リストだけをサポー

トします。

• この例では、VOICE_ACCESS_LIST という名

前の拡張 IP アクセス リストが作成されます。

ステップ 4 [sequence-number] permit udp source 
source-wildcard [operator [port]] destination 
destination-wildcard [operator [port]] 
[precedence precedence] [tos tos] [ttl operator 
value] [log] [time-range time-range-name] 
[fragments] 

例：
Router(config-ext-nacl)# permit udp any range 
16384 32767 10.20.20.0 0.0.0.15 range 16384 
32767

拡張アクセス リストを定義します。

• 任意のプロトコル、ポート、またはその他の IP 
パケット ヘッダー値を指定できます。

• この例では、任意の送信元から 10.20.20.0/24 の
宛先プレフィクスに伝送される、宛先ポート番

号 16384 ～ 32767 の UDP トラフィックをすべ

て識別するように設定されます。この特定の 
UDP トラフィックが 適化されます。

ステップ 5 exit

例：
Router(config)# exit

（任意）グローバル 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。
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アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化

  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定方法
（注） PfR マップで適用されたポリシーによって、グローバル ポリシーの設定が上書きされることはありま

せん。

前提条件

このタスクを実行する前に、「アクセス リストを使用して 適化する音声トラフィックを識別する方

法」（P.7）を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal 

3. ip sla monitor responder 

4. exit

5. PfR マスター コントローラになっているネットワーク デバイスに移動します。

6. enable 

7. configure terminal 

8. pfr-map map-name sequence-number 

9. match ip address {access-list access-list-name | prefix-list prefix-list-name}

10. set active probe probe-type ip-address [target-port number] [codec codec-name]

11. set probe frequency seconds 

12. set jitter threshold maximum 

13. set mos threshold minimum percent percent

14. set resolve {cost priority value | delay priority value variance percentage | jitter priority value 
variance percentage | loss priority value variance percentage | mos priority value variance 
percentage | range priority value | utilization priority value variance percentage}

15. set resolve mos priority value variance percentage

16. set delay {relative percentage | threshold maximum}

17. exit

18. pfr master

19. policy-rules map-name 

20. end

21. show pfr master active-probes forced

22. show pfr master policy {sequence-number | policy-name | default}
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip sla monitor responder 

例：
Router(config)# ip sla monitor responder

IP SLA Responder をイネーブルにします。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し

て、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 PfR マスター コントローラになっているネットワーク 
デバイスに移動します。

―

ステップ 6 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 7 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 8 pfr-map map-name sequence-number 

例：
Router(config)# pfr-map TARGET_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、選択した IP プレフィクスにポリシーを適用する

ように PfR マップを設定します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• deny シーケンスは 初に IP プレフィクス リス

トに定義してから、ステップ 9 で match ip 
address（PfR）コマンドを使用して適用しま

す。

• 例では、TARGET_MAP という名前の PfR マッ

プが作成されます。
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定方法
ステップ 9 match ip address {access-list access-list-name 
| prefix-list prefix-list-name} 

例：
Router(config-pfr-map)# match ip address 
access-list VOICE_ACCESS_LIST 

PfR マップ内の一致基準として拡張 IP アクセス リス

トまたは IP プレフィクスを参照します。

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つ
だけ設定できます。

• 例では、VOICE_ACCESS_LIST という名前の 
IP アクセス リストが、PfR マップ内の一致基準

として設定されます。このアクセス リストは、

「アクセス リストを使用して 適化する音声トラ

フィックを識別する方法」のタスクで作成され

たものです。

ステップ 10 set active-probe probe-type ip-address 
[target-port number] [codec codec-name] 

例：
Router(config-pfr-map)# set active-probe jitter 
10.20.22.1 target-port 2000 codec g729a

set 句エントリを作成して、アクティブ プローブの

ターゲット プレフィクスを割り当てます。

• プレフィクスのターゲット IP アドレスを指定

し、Internet Control Message Protocol（ICMP; 
インターネット制御メッセージ プロトコル）エ

コー（ping）メッセージを使用してアクティブ

な監視を行うには、echo キーワードを使用しま

す。

• プレフィクスのターゲット IP アドレスを指定

し、ジッター メッセージを使用してアクティブ

な監視を行うには、jitter キーワードを使用しま

す。

• プレフィクスのターゲット IP アドレスを指定

し、インターネット制御メッセージ プロトコル

（ICMP）エコー（ping）メッセージを使用して

アクティブな監視を行うには、tcp-conn キー

ワードを使用します。

• プレフィクスのターゲット IP アドレスを指定

し、インターネット制御メッセージ プロトコル

（ICMP）エコー（ping）メッセージを使用して

アクティブな監視を行うには、udp-echo キー

ワードを使用します。

• 例では、set 句エントリを作成し、ジッターを使

用してアクティブに監視するプレフィクスの

ターゲット IP アドレスと特定のポート番号を指

定しています。

ステップ 11 set probe frequency seconds

例：
Router(config-pfr-map)# set probe frequency 10

set 句エントリを作成して、PfR アクティブ プローブ

の頻度を設定します。

• 指定した IP プレフィクスのアクティブ プローブ 
モニタリングの間隔を秒単位で設定するには、

seconds 引数を使用します。

• 例では、アクティブ プローブ頻度を 10 秒に設

定する set 句を作成しています。

コマンドまたはアクション 目的
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定方法
ステップ 12 set jitter threshold maximum 

例：
Router(config-pfr-map)# set jitter threshold 20

set 句エントリを作成して、ジッターしきい値を設定

します。

• 大ジッター値をミリ秒単位で設定するには 
threshold キーワードを使用します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックのジッターしきい値を 20 に設定す

る set 句を作成しています。

ステップ 13 set mos {threshold minimum percent percent}

例：
Router(config-pfr-map)# set mos threshold 4.0 
percent 30

set 句エントリを作成して、代替出口を選択するかど

うかの判断に使用される MOS しきい値および割合

値を設定します。

• 低 MOS 値を設定するには threshold キーワー

ドを使用します。

• MOS しきい値を下回る MOS 値の割合を設定す

るには percent キーワードを使用します。

• PfR は、5 分間隔で記録された MOS しきい値を

下回る MOS 値の割合を計算します。この割合

値が、設定した割合値またはデフォルト値を上

回る場合、マスター コントローラは代替出口リ

ンクを検索します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックのしきい値 MOS 値を 4.0 に設定

し、割合値を 30% に設定する set 句を作成して

います。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 14 set resolve {cost priority value | delay 
priority value variance percentage | jitter 
priority value variance percentage | loss 
priority value variance percentage | mos 
priority value variance percentage | range 
priority value | utilization priority value 
variance percentage} 

例：
Router(config-pfr-map)# set resolve jitter 
priority 1 variance 10

set 句エントリを作成し、ポリシー プライオリティ

を設定するか、ポリシーの競合を解決します。

• このコマンドは、同じプレフィクスに対して複

数のポリシーが設定されている場合に、ポリ

シー タイプのプライオリティを設定するために

使用されます。このコマンドが設定されている

場合、 高プライオリティのポリシーが選択さ

れて、ポリシー決定を行います。

• プライオリティ値を指定するには、priority 
キーワードを使用します。1 という番号を設定

すると、ポリシーに 高プライオリティが割り

当てられます。10 という番号を設定すると、

低プライオリティが割り当てられます。

• 各ポリシーには、異なるプライオリティ番号を

割り当てる必要があります。

• ユーザ定義のポリシーに許容分散を設定するに

は、variance キーワードを使用します。この

キーワードでは、出口リンクまたはプレフィク

スがユーザ定義のポリシー値と異なっても、ま

だ同等であると見なす許容割合が設定されます。

• 分散は、コストまたは範囲ポリシーには設定で

きません。

• 例では、音声トラフィックのジッター ポリシー

のプライオリティを 1 に設定する set 句が作成さ

れます。プレフィクスがポリシー違反と判定さ

れるまでに、ジッター統計情報で 10 % の差異が

許容されるように分散が設定されます。

ステップ 15 set resolve mos priority value variance 
percentage

例：
Router(config-pfr-map)# set resolve mos 
priority 2 variance 15

set 句エントリを作成し、ポリシー プライオリティ

を設定するか、ポリシーの競合を解決します。

• 例では、音声トラフィックの MOS ポリシーの

プライオリティを 2 に設定する set 句が作成され

ます。プレフィクスがポリシー違反と判定され

るまでに、MOS 値で 15 % の差異が許容される

ように分散が設定されます。

（注） この例では、このタスクで使用できる構文だ

けを使用しています。詳細については、ス

テップ 14 を参照してください。

コマンドまたはアクション 目的
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定方法
ステップ 16 set delay {relative percentage | threshold 
maximum} 

例：
Router(config-pfr-map)# set delay threshold 100

set 句エントリを作成して、遅延しきい値を設定しま

す。

• 遅延しきい値は、相対割合または一致基準の絶

対値として設定できます。

• 相対遅延割合を設定するには relative キーワー

ドを使用します。相対遅延割合は、短期測定値

および長期測定値の比較に基づいています。

• 絶対 大遅延期間をミリ秒単位で設定するには 
threshold キーワードを使用します。

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致する

トラフィックの絶対 大遅延しきい値を 100 ミ
リ秒に設定する set 句を設定しています。

ステップ 17 exit

例：
Router(config-pfr-map)# exit

PfR マップ コンフィギュレーション モードを終了

し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻

ります。

ステップ 18 pfr master 

例：
Router(config)# pfr master 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを開始して、ルータをマスター コントローラ

として設定します。

• マスター コントローラおよびボーダー ルータの

プロセスを同じルータ上でイネーブルにできま

す（別個のサービス プロバイダーに 2 つの出口

リンクを持つ 1 つのルータを含むネットワーク

内など）。

ステップ 19 policy-rules map-name 

例：
Router(config-pfr-mc)# policy-rules TARGET_MAP 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードで、PfR マップからマスター コントローラ コ
ンフィギュレーションに設定を適用します。

• 新しい PfR マップ名でこのコマンドを再入力す

ると、以前の設定がただちに上書きされます。

この動作は、定義済みの PfR 間での迅速な選択

および切り替えを可能にするように設計されて

います。

• 例では、TARGET_MAP という名前の PfR マッ

プから設定が適用されます。

ステップ 20 end 

例：
Router(config-pfr-mc)# end 

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション 
モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

コマンドまたはアクション 目的
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例

次に、show pfr master active-probes forced コマンドからの出力例を示します。出力はフィルタリン

グされ、強制ターゲット割り当てで設定された音声トラフィック用に生成されたアクティブ プローブ

に関する接続情報およびステータス情報だけが表示されます。

Router# show pfr master active-probes forced

OER Master Controller active-probes
Border   = Border Router running this Probe

ステップ 21 show pfr master active-probes [appl | forced] 

例：
Router# show pfr master active-probes forced

PfR マスター コントローラ上のアクティブ プローブ

に関する接続情報およびステータス情報を表示しま

す。

• このコマンドからの出力には、アクティブ プ
ローブのタイプおよび宛先、アクティブ プロー

ブのソースであるボーダー ルータ、アクティブ 
プローブに使用されるターゲット プレフィクス、

およびプローブが学習済みだったか、または設

定済みだったかが表示されます。

• 出力をフィルタリングして、マスター コント

ローラによって 適化されるアプリケーション

に関する情報を表示するには、appl キーワード

を使用します。

• 割り当てられたすべての強制ターゲットを表示

するには、forced キーワードを使用します。

• 例では、強制ターゲット割り当てで設定された

音声トラフィック用に生成されたアクティブ プ
ローブに関する接続情報およびステータス情報

が表示されます。

ステップ 22 show pfr master policy {sequence-number | 
policy-name | default}

例：
Router# show pfr master policy TARGET_MAP

PfR マスター コントローラ上のポリシー設定を表示

します。

• PfR マップを設定して、出口リンクでの送信中

に PfR が許可するパケット損失の相対割合また

は 大数を指定するには、このコマンドを使用

します。パケット損失がユーザ定義またはデ

フォルトの値を超えると、マスター コントロー

ラはその出口リンクをポリシー違反であると判

断します。

• 指定した PfR マップ シーケンスのポリシー設定

を表示するには sequence-number 引数を使用し

ます。

• 指定した PfR ポリシー マップ名のポリシー設定

を表示するには policy-name 引数を使用します。

• デフォルトのポリシー設定だけを表示するには、

default キーワードを使用します。

• 例では、TARGET_MAP ポリシーで指定された

ポリシー設定が表示されます。

コマンドまたはアクション 目的
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定例
Policy   = Forced target is configure under this policy
Type     = Probe Type
Target   = Target Address
TPort    = Target Port
N - Not applicable

The following Forced Probes are running:

Border          State    Policy             Type     Target          TPort
10.20.20.2     ACTIVE    40                 jitter   10.20.22.1      3050 
10.20.21.3     ACTIVE    40                 jitter   10.20.22.4      3050

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適
化の設定例

次の例に、アクセス リストを使用して、PfR で 適化する音声トラフィックだけを識別する方法と、

プレフィクス リストを使用して、PfR で 適化するトラフィック（音声トラフィックを含む）を識別

する方法を示します。

• 「例：アクティブ プローブを使用した音声トラフィックだけの 適化」（P.16）

• 「例：アクティブ プローブを使用したトラフィック（音声トラフィックを含む）の 適化」（P.17）

例：アクティブ プローブを使用した音声トラフィックだけの最適化

図 3 では、リモート オフィス ネットワークからの 良パスを選択するために、リモート オフィスから

発信されて本社で終端する音声トラフィックを 適化する必要があります。ネットワーク内で音声（ト

ラフィック）品質が低下する可能性は少ないので、ネットワークのエッジをプローブすると、 終的な

宛先のプローブとほぼ同等の測定値が得られます。

図 3 アクティブ プローブを使用して音声トラフィックを最適化する PfR のネットワーク トポロジ
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16
Cisco IOS パフォーマンス ルーティング コンフィギュレーション ガイド



 

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化

  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の設定例
この設定は、 良パフォーマンス パスを使用して音声トラフィックを 適化します。ただし、同じ

ネットワーク（10.1.0.0/16）を宛先とするその他のすべてのトラフィックは、デバイス上で設定された 
BGP などの従来型ルーティング プロトコルで指定された 良パスを通過します。この 適化の一部と

して、PfR は Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）を使用して、デバイス内の

音声トラフィックに 良出口リンクを設定します。

IP SLA Responder をイネーブルにするには、図 3 の本社ネットワークのエッジ ルータ R1 で次のよう

に設定します。

enable
configure terminal
 ip sla responder
 exit

アクティブ プローブを使用して音声トラフィックを 適化するには、図 3 のリモート オフィス ネット

ワークのエッジ ルータ MC/BR（PfR マスター コントローラであり、ボーダー ルータでもある）で次

のように設定します。

enable
configure terminal
ip access-list extended Voice_Traffic
 10 permit udp any 10.1.0.0 0.0.255.255 range 16384 32767
 exit
pfr-map Voice_MAP 10
 match ip address access-list Voice_Traffic
 set active-probe jitter 10.1.1.1 target-port 1025 codec g711alaw
 set delay threshold 300
 set mos threshold 3.76 percent 30
 set jitter threshold 15
 set loss relative 5
 resolve mos priority 1
 resolve jitter priority 2
 resolve delay priority 3
 resolve loss priority 4

例：アクティブ プローブを使用したトラフィック（音声トラフィックを
含む）の最適化

図 4 では、本社ネットワークからリモート オフィス ネットワークに向かうトラフィックを音声トラ

フィック メトリックに基づいて 適化する必要があります。音声トラフィックは、本社からリモート 
オフィス ネットワークに伝送される も重要なトラフィック クラスのうちのひとつです。このため、

音声トラフィックの 適化を優先する必要があります。ネットワーク内で音声パケットの品質が低下す

る可能性は少ないので、ネットワークのエッジをプローブすると、 終的な宛先のプローブとほぼ同等

の測定値が得られます。
17
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  次の作業
図 4 アクティブ プローブを使用してすべてのトラフィックを最適化する PfR のネットワーク トポロジ

この設定では、音声トラフィックも含めて、10.12.0.0/16 ネットワークを宛先とするすべてのトラ

フィックが 適化されます。PfR の 適化は、アクティブ プローブを使用した音声パフォーマンス メ
トリックの測定値としきい値に基づいて行われます。 適化の一部として、PfR は BGP ルートまたは

スタティック ルートを本社ネットワークに導入します。BGP およびスタティック ルートの 適化につ

いては、「Understanding Performance Routing」モジュールを参照してください。

IP SLA Responder をイネーブルにするには、図 4 のリモート オフィス ネットワークのルータ R1 で次

のように設定します。

enable
configure terminal
 ip sla responder
 exit

アクティブ プローブを使用してすべてのトラフィック（音声トラフィックを含む）を 適化するには、

図 4 の本社ネットワークにあるいずれかの BR ルータで次のように設定します。

enable
configure terminal
 ip prefix-list All_Traffic_Prefix permit 10.12.0.0/16 
 pfr-map Traffic_MAP 10
 match ip address prefix-list All_Traffic_Prefix
 set active-probe jitter 10.12.1.1 target-port 1025 codec g711alaw
! port 1025 for the target probe is an example.
 set delay threshold 300
 set mos threshold 3.76 percent 30
 set jitter threshold 15
 set loss relative 5
 resolve mos priority 1
 resolve jitter priority 2
 resolve delay priority 3
 resolve loss priority 4

次の作業
このマニュアルは、PfR の特殊な実装について説明しており、PfR テクノロジーに詳しいユーザを対象

としています。PfR の詳細については、「関連資料」（P.19）に記載された資料を参照してください。
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  参考資料
参考資料
ここでは、PfR アクティブ プローブを使用した音声トラフィックの 適化に関する参考資料について

説明します。

関連資料

シスコのテクニカル サポート

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco PfR コマンド（コマンド構文の詳細、コマンド 
モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事

項、および例）

『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』

ベーシック PfR 設定 「Configuring Basic Performance Routing」モジュール

アドバンスド PfR の設定 「Configuring Advanced Performance Routing」モジュール

パフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解す

るために必要な概念

「Understanding Performance Routing」モジュール

PfR 機能の位置 「Cisco IOS Performance Routing Features Roadmap」モジュール

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

この Web サイト上のツールにアクセスする際は、

Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要で

す。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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  アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の機能情報
アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適
化の機能情報

表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア 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 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、機能セット、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 からアクセスしてください。Cisco.com の
アカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化の機能情報

機能名 リリース 機能情報

PfR 音声トラフィック 適化 12.4(6)T
12.2(33)SRB

PfR 音声トラフィック 適化機能は、音質メトリック、

ジッター、平均オピニオン評点（MOS）に基づいた音声ト

ラフィックのアウトバウンド 適化をサポートします。

ジッターおよび MOS は、音声トラフィック向けの重要な

定量的品質メトリックであり、これらの音質メトリックは 
PfR アクティブ プローブを使用して測定します。

この機能により、次のコマンドが導入または変更されまし

た。active-probe（PfR）、jitter（PfR）、mos（PfR）、

resolve（PfR）、set active-probe（PfR）、set jitter
（PfR）、set mos（PfR）、set probe（PfR）、set resolve
（PfR）、show pfr master active-probes、show pfr master 
policy、および show pfr master prefix。
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