
インターフェイスでのフレーム リレー キュー
イングおよびフラグメンテーション

インターフェイスにおけるフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーション機能では、フ

レーム リレー インターフェイスでの Low-Latency Queueing（LLQ; 低遅延キューイング）と FRF.12 
エンドツーエンド フラグメンテーションがサポートされます。この新機能によって、メイン インター

フェイスに設定されたキューイング ポリシーとフラグメンテーションをすべての Permanent Virtual 
Circuit（PVC; 相手先固定接続）とそのインターフェイス配下のサブインターフェイスに適用できるよ

うになり、低遅延、低ジッターの Quality of Service（QoS）の設定が簡素化されます。この機能を追

加する前に、個々の PVC でキューイングとフラグメンテーションが設定されている必要があります。

インターフェイス上ではサブレート シェーピングも設定できます。

機能情報の確認
最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリースに対応し

たリリース ノートを参照してください。このモジュール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、「インターフェイスでのフレーム リレー キューイングお

よびフラグメンテーションの機能情報」（P.13）を参照してください。

プラットフォームのサポートおよび Cisco IOS XE ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検

索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://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。
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インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよび
フラグメンテーションの制約事項

• インターフェイス フラグメンテーションとフレーム リレー トラフィック シェーピングを同時に設

定することはできません。

• インターフェイス フラグメンテーションとクラスベースのフラグメンテーションを同時に設定す

ることはできません。

• フレーム リレー Switched Virtual Circuit（SVC; 相手先選択接続）はサポートされません。

• 階層型シェーピングと複数シェーパはサポートされません。

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよび
フラグメンテーションに関する情報

この機能を設定するには、その前に次の概念について理解しておく必要があります。

• 「インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーションの機能設計」

• 「利点」

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテー
ションの機能設計

インターフェイス上で FRF.12 エンドツーエンド フラグメンテーションがイネーブルになると、メイン 
インターフェイスとそのサブインターフェイス上のすべての PVC でフラグメンテーションがイネーブ

ルになり、同一の設定済みフラグメント サイズが使用されます。プライオリティの高いトラフィック

で低遅延および低ジッターを維持するには、設定済みのフラグメント サイズを、高プライオリティ フ
レームの最大値よりも大きくする必要があります。この設定により、プライオリティの高いトラフィッ

クはフラグメント化されなくなり、プライオリティの低いフラグメント化されたフレームよりも後に

キューイングされるのを防ぐことができます。高プライオリティ フレームのサイズが設定済みのフラ

グメント サイズよりも大きい場合、その高プライオリティ フレームはフラグメント化されます。Local 
Management Interface（LMI; ローカル管理インターフェイス）トラフィックはフラグメント化されず、

必要な帯域幅が保証されています。

低遅延キューイング ポリシー マップがインターフェイスに適用されると、そのインターフェイスを経

由するトラフィックがクラス マップを使用して識別され、適切なキューに誘導されます。時間による

影響が大きい音声などのトラフィックは、high プライオリティに分類し、プライオリティ キューに

キューイングする必要があります。定義されたクラスに該当しないトラフィックは、class-default 
キューにキューイングされます。プライオリティ キューおよびクラス キューからのフレームは、フラ

グメンテーションおよびインターリーブの対象となります。設定済みフラグメント サイズが高プライ

オリティ フレームよりも大きければ、プライオリティ キュー トラフィックはフラグメント化されず、

他のクラス キューのフラグメント化されたフレームとインターリーブされます。この方法により、プ

ライオリティ キュー トラフィックを最高レベルの QoS で送信できます。インターフェイス キューイン

グおよびフラグメンテーションのプロセスを  図 1に示します。
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図 1 インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーション

インターフェイスにはサブレート シェーピングも適用できますが、シェーピングが設定されると、高

プライオリティ フレームのインターリーブは実行されません。シェーピングが設定されていない場合、

各 PVC は物理ライン レートを上限としてトラフィックのバーストを送信できます。

シェーピングが設定されており、シェーパがフレームを送信可能なレートをトラフィックが超えた場

合、そのトラフィックは均等化キューイングを使用してシェーピング レイヤでキューイングされます。

シェーパを通過したフレームは、設定されているキューイング方式を使用してインターフェイスで

キューイングされます。シェーピングが設定されている場合、キューイングはインターフェイスでのみ

実行されます。

（注） インターリーブが機能するには、フラグメンテーションと低遅延キューイング ポリシーの両方で

シェーピングがディセーブルに設定されている必要があります。

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーションでは、以下の機能が

サポートされます。

• Voice over Frame Relay

• 重み付けランダム早期検出

• フレーム リレー ペイロード圧縮 

（注） ペイロード圧縮とフレーム リレー フラグメンテーションが同時に使用された場合、常にペイ

ロード圧縮がフラグメンテーションよりも前に実行されます。

• IP ヘッダー圧縮

利点

シンプルな設定

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーション機能を使用すると、

フレーム リレー インターフェイス キューでフラグメンテーション、低遅延キューイング、およびサブ

レート シェーピングを設定できます。フラグメンテーションとキューイングおよびシェーピング ポリ

シーは、すべての PVC と、メイン インターフェイス配下のサブインターフェイスに適用され、各 
PVC で個別に QoS を設定する必要がなくなります。
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柔軟な帯域幅

この機能を使用すると、PVC ではさまざまなサービスからのトラフィックを論理的に分類できる一方、

PVC 間での帯域幅の分割を低減できます。各 PVC は、インターフェイス シェーピング レートを上限

として、あるいは、シェーピングが設定されていない場合は物理インターフェイスのライン レートを

上限として、トラフィックのバーストを送信できます。

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよび
フラグメンテーションの設定方法

ここでは、次の作業について説明します。

• 「プライオリティ キューのクラス ポリシーの設定」（P.4）

• 「帯域幅キューのクラス ポリシーの設定」（P.5）

• 「class-default クラスを使用したシェーピング ポリシーの設定」（P.5）

• 「フレーム リレー インターフェイスでのキューイングおよびフラグメンテーションの設定」（P.6）

• 「インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーションの確認」（P.7）

• 「インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーションのモニタとメン

テナンス」（P.9）

プライオリティ キューのクラス ポリシーの設定

プライオリティ クラスにポリシー マップを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モード

で次のコマンドを使用します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Router(config)# policy-map policy-map 作成または変更するポリシー マップの名前を指定

します。

• このコマンドを使用して、プライオリティ 
キューのキューイング ポリシーを定義します。

ステップ 2 Router(config-pmap)# class class-name 作成し、サービス ポリシーで使用するクラスの名

前を指定します。

• ポリシー マップで指定したクラス名によって、

class-map コマンドを使用して設定されたと

おりに、そのクラスの特性と一致基準が定義

されます。

ステップ 3 Router(config-pmap-c)# priority bandwidth-kbps 完全プライオリティ クラスを作成し、そのクラス

に割り当てる帯域幅の量（kbps）を指定します。
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帯域幅キューのクラス ポリシーの設定

ポリシー マップを設定し、サービス ポリシーを構成するクラス ポリシーを作成するには、グローバル 
コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

class-default クラスを使用したシェーピング ポリシーの設定

通常、class-default クラスは、定義されたクラスのいずれにも該当しないトラフィックを分類するため

に使用されます。ポリシー マップの作成時に class-default クラスを事前定義していても、あらためて

定義する必要があります。デフォルト クラスを設定していない場合、設定済みクラスのいずれにも該

当しないトラフィックはベストエフォート扱いになります。ベストエフォートとは、可能な場合はネッ

トワークでそのトラフィックが配信され、信頼性、遅延防止、スループットは保証されないというもの

です。

キューイングに加えて、シェーピングをインターフェイス上で設定する場合は、class-default クラスを

使用してシェーピング ポリシーを設定します。シェーピング ポリシーは、階層型トラフィック ポリ

シーでは親として機能します。キューイング ポリシーは子ポリシーとして機能します。class-default 
クラスは、インターフェイス全体のすべてのトラフィックが整形され、帯域幅が制限されているスト

リームを作成できるよう、シェーピング ポリシーで使用されます。

class-default クラスでシェーピング ポリシーを設定するには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで次のコマンドを使用します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Router(config)# policy-map policy-map 作成または変更するポリシー マップの名前を指定

します。

• 帯域幅キューとプライオリティ キューは同じ

ポリシー マップを使用します。

ステップ 2 Router(config-pmap)# class class-name 作成し、サービス ポリシーで使用するクラスの名

前を指定します。

• ポリシー マップで指定したクラス名によって、

class-map コマンドを使用して設定されたと

おりに、そのクラスの特性と一致基準が定義

されます。

ステップ 3 Router(config-pmap-c)# bandwidth bandwidth-kbps クラスに割り当てる帯域幅の量（kbps）または使

用可能な帯域幅のパーセントを指定します。帯域

幅は kbps またはパーセントで指定します。単位は

クラス内で統一します （プライオリティ キューの

帯域幅は kbps で指定）。

• インターフェイスに割り当てられる全帯域幅

の合計は、使用可能なインターフェイス帯域

幅の合計の 75 % を超えてはいけません。ただ

し、インターフェイス帯域幅の 75 % を超える

帯域幅をクラスに設定する必要がある場合は、

max-reserved-bandwidth コマンドを使用し

て最大値である 75 % を上書きすることができ

ます。
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フレーム リレー インターフェイスでのキューイングおよびフラグメンテー
ションの設定

低遅延キューイングおよび FRF.12 エンドツーエンド フラグメンテーションをフレーム リレー イン

ターフェイス上で設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用し

ます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Router(config)# policy-map policy-map 作成または変更するポリシー マップの名前

を指定します。

• このコマンドを使用して、シェーピン

グ ポリシーを定義します。

ステップ 2 Router(config-pmap)# class class-default ポリシーを設定または変更できるようにデ

フォルト クラスを指定します。

ステップ 3 Router(config-pmap-c)# shape [average | peak] mean-rate 
[[burst-size] [excess-burst-size]]

（任意）指定されたアルゴリズムに従って、

トラフィックを所定のビット レートに整形

します。

ステップ 4 Router(config-pmap-c)# service-policy policy-map-name 一致基準として使用されるポリシー マップ

の名前を指定します（トラフィック ポリ

シーを相互にネストする（階層型トラ

フィック ポリシー）ため）。

• このコマンドを使用して、プライオリ

ティ キュー（子ポリシー）のポリシー 
マップをシェーピング ポリシー（親ポ

リシー）に適用します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type number 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。

ステップ 2 Router(config-if)# encapsulation 
frame-relay

フレーム リレー カプセル化をイネーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# frame-relay 
interface-dlci dlci 

ルータ上の指定されたフレーム リレー サブインターフェイスに 
DLCI を割り当てます。

ステップ 4 Router(config-if-dlci)# class name 指定した DLCI とマップ クラスを関連付けます。

ステップ 5 Router(config-if-dlci)# exit コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Router(config)# map-class frame-relay 
name

マップ クラスを指定して、フレーム リレー SVC または PVC の 
QoS 値を定義します。

ステップ 7 Router(config-map-class)# frame-relay 
fragment fragment-size end-to-end

フレーム リレー フレームのフラグメンテーションをイネーブル

にします。

• プライオリティ キュー トラフィックで低遅延と低ジッター

を維持するには、フラグメント サイズを、予想される高プ

ライオリティ フレームの最大値よりも大きくする必要があ

ります。
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インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテー
ションの確認

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーションの設定とパフォーマ

ンスを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 show running-config コマンドを入力し、設定を確認します。

Router# show running-config
Building configuration...

.

.

.

class-map match-all voice
  match ip precedence 5
!       
!policy-map llq
  class voice
    priority 64
policy-map shaper
  class class-default
   shape peak 96000
   service-policy llq
!
!interface Serial1/1
 ip address 16.0.0.1 255.255.255.0
 encapsulation frame-relay
 service-policy output shaper
 frame-relay fragment 80 end-to-end
!

ステップ 2 show policy-map interface コマンドを入力し、低遅延キューイングに関する情報、パケット カウンタ、

インターフェイスに適用されたポリシー マップの統計情報を表示します。「packets」カウンタと「pkts
matched」カウンタの値を比較します。正常な状況では、「pkts matched」カウンタよりも「packets」カ

ウンタの方がかなり大きい値になります。2 つのカウンタの値がほぼ同じである場合は、インターフェ

イスが大量のプロセススイッチド パケットを受信しているか、重大な輻輳が発生しています。

ステップ 8 Router(config-map-class)# no frame-relay 
adaptive-shaping 

フレーム リレー対応のトラフィック シェーピングをディセーブ

ルにします。

ステップ 9 Router(config-map-class)# service-policy 
output policy-map-name

ポリシー マップを出力インターフェイスに適用し、そのインター

フェイスのサービス ポリシーとして使用されるようにします。

• シェーピングが使用されている場合は、このコマンドを使用

してシェーピング ポリシー（ネストされたキューイング ポ
リシーを含む）をインターフェイスに適用します。

• インターフェイスでシェーピングが設定されている場合、高

プライオリティ フレームのインターリーブは実行されませ

ん。

• シェーピングが使用されていない場合は、このコマンドを使

用してキューイング ポリシーをインターフェイスに適用し

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 1 の設定に基づいた show policy-map interface コマンドの出力例を以下に示します。

Router# show policy-map interface serial 1/1

 Serial1/1 

  Service-policy output:shaper

    Class-map:class-default (match-any)
      12617 packets, 1321846 bytes
      5 minute offered rate 33000 bps, drop rate 0 bps
      Match:any 
      Traffic Shaping
           Target/Average   Byte   Sustain   Excess    Interval  Increment
             Rate           Limit  bits/int  bits/int  (ms)      (bytes)  
           192000/96000     1992   7968      7968      83        1992     

        Adapt  Queue     Packets   Bytes     Packets   Bytes     Shaping
        Active Depth                         Delayed   Delayed   Active
        -      0         12586     1321540   0         0         no

      Service-policy :llq

        Class-map:voice (match-all)
          3146 packets, 283140 bytes
          5 minute offered rate 7000 bps, drop rate 0 bps
          Match:ip precedence 1 
          Weighted Fair Queueing
            Strict Priority
            Output Queue:Conversation 24 
            Bandwidth 64 (kbps) Burst 1600 (Bytes)
            (pkts matched/bytes matched) 0/0
            (total drops/bytes drops) 0/0

        Class-map:class-default (match-any)
          9471 packets, 1038706 bytes
          5 minute offered rate 26000 bps
          Match:any 

ステップ 3 show interfaces serial コマンドを入力し、キューイング方針、プライオリティ キューのインターリー

ブ、およびインターフェイスに設定されたフラグメンテーション タイプに関する情報を表示します。

「Conversations」フィールドを確認すると、インターフェイスが輻輳状態に達しているかどうか、およ

びパケットがキューイングされたかどうかを判断できます。「max active」カウンタが 0 以外の値に

なっている場合は、いずれかのキューがアクティブ状態であることを示しています。「active」カウン

タが 0 以外の値になっている場合は、show queue コマンドを使用してキューの内容を表示できます。

ステップ 1 の設定に基づいた show interfaces serial コマンドの出力例を以下に示します。

Router# show interfaces serial 1/1

Serial1/1 is up, line protocol is up 
  Hardware is M4T
  Internet address is 16.0.0.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 5/255, rxload 1/255
  Encapsulation FRAME-RELAY, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Restart-Delay is 0 secs
  LMI enq sent  40, LMI stat recvd 40, LMI upd recvd 0, DTE LMI up
  LMI enq recvd 0, LMI stat sent  0, LMI upd sent  0
  LMI DLCI 1023  LMI type is CISCO  frame relay DTE
  Fragmentation type:end-to-end, size 80, PQ interleaves 0
  Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0
  Last input 00:00:03, output 00:00:00, output hang never
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  Last clearing of "show interface" counters 00:06:34
  Input queue:0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0
  Queueing strategy:weighted fair
  Output queue:0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) 
     Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 33000 bits/sec, 40 packets/sec
     40 packets input, 576 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     15929 packets output, 1668870 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions     DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテー
ションのモニタとメンテナンス

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーションのモニタとメンテナ

ンスを実行するには、特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよび
フラグメンテーションの設定例

ここでは、次の設定例について説明します。

• 「インターフェイスでのフレーム リレー キューイング、シェーピング、およびフラグメンテーショ

ンの例」

• 「インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーションの例」

コマンド 目的

Router# debug frame-relay fragment [event | 
interface type number dlci]

PVC でのフレーム リレー フラグメンテーションに関する情報を

表示します。

Router# show frame-relay fragment [interface type 
number [dlci]]

フレーム リレー フラグメンテーションに関する情報を表示します。

Router# show interfaces serial number シリアル インターフェイスに関する情報を表示します。

Router# show queue interface-type 
interface-number 

特定のインターフェイスに対応するキュー内にあるパケットの内

容を表示します。

Router# show policy-map interface number [input | 
output]

指定されたインターフェイス上のすべてのサービス ポリシーに設

定された全クラスのパケット統計情報を表示します。
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インターフェイスでのフレーム リレー キューイング、シェーピング、およ
びフラグメンテーションの例

シリアル インターフェイス 3/2 における低遅延キューイング、FRF.12 フラグメンテーション、および

シェーピングに関する階層型ポリシーの設定例を次に示します。シェーピングが設定されているので、

プライオリティ キューからのトラフィックと class-default キューからのフラグメントはインターリー

ブされないことに注意してください。

class-map voice
match access-group 101

     
policy-map llq
class voice
priority 64

   
policy-map shaper
class class-default 
shape average 96000
service-policy llq

interface serial 3/2
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
encapsulation frame-relay
bandwidth 128
clock rate 128000
service-policy output shaper
frame-relay fragment 80 end-to-end

   
access-list 101 match ip any host 10.0.0.2

インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテー
ションの例

インターフェイス 3/2 での低遅延キューイングと FRF.12 フラグメンテーションの設定例を次に示しま

す。シェーピングは使用されていないので、階層型トラフィック ポリシーは必要なく、プライオリ

ティ キューからのトラフィックとその他のキューからのフラグメントがインターリーブされます。

シェーピングが使用されない場合、インターフェイスの出力レートはライン レートまたは設定済みク

ロック レートと等しくなります。この例では、クロック レートは 128,000 bps です。

class-map voice
match access-group 101

     
policy-map llq
class voice
priority 64

class video
bandwidth 32

interface serial 3/2
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
encapsulation frame-relay
bandwidth 128
clock rate 128000
service-policy output llq
frame-relay fragment 80 end-to-end

   
access-list 101 match ip any host 10.0.0.2
10



その他の参考資料
ここでは、インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーション機能に関

する関連資料について説明します。

関連資料

規格

MIB

RFC

関連項目 参照先

WAN コマンド：完全なコマンド構文、コマンド モー

ド、コマンド履歴、デフォルト、使用上のガイドライ

ン、および例

『Cisco IOS Wide-Area Networking Command Reference』

規格 タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格または変

更された規格はありません。
— 

MIB MIB リンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または

変更された MIB はありません。またこの機能による

既存 MIB のサポートに変更はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE ソフトウェア リリース、

およびフィーチャ セットの MIB の場所を検索しダウンロードする

には、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

RFC タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または

変更された RFC はありません。
— 
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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
ポートを最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/en/US/support/index.html 
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インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよび
フラグメンテーションの機能情報

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 サポートとソフトウェア イメージ サポートに関する情報を入手するには、Cisco 
Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator を使用すると、特定のソフトウェア リリー

ス、フィーチャ セット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS XE のソフトウェア イメー

ジを判別できます。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 XE 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 XE 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 XE 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。

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。

© 2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .

All rights reserved.

表 1 インターフェイスでのフレーム リレー キューイングおよびフラグメンテーションの機能情報

機能名 リリース 機能情報

インターフェイスでのフレーム リレー キュー

イングおよびフラグメンテーション

Cisco IOS XE 
Release 2.1

インターフェイスにおけるフレーム リレー キューイング

およびフラグメンテーション機能では、フレーム リレー 
インターフェイスでの Low-Latency Queueing（LLQ; 低遅

延キューイング）と FRF.12 エンドツーエンド フラグメン

テーションがサポートされます。
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