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qos police order parent-first
サービス品質（QoS）ポリシング アクションを子から親の順序（デフォルト）から親から子の
順序に変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで qospoliceorderparent-first
コマンドを使用します。親が先の順序を無効にし、デフォルトの動作に戻すには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
qos police order parent-first
no qos police order parent-first
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

qospoliceorderparent-first コマンドを入力しないと、子ポリシング アクションが最初に実行さ
れ、親ポリシング アクションが次に実行されます。

コマンド モード

コマンド履歴

グローバル コンフィギュレーション (#)
リリー
ス

変更箇所

15.1(1)S このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン Cisco IOS Release 15.1(1)S より前のリリースの階層型ポリシング ポリシー マップ（ポリシング
を設定した親ポリシーが、同様にポリシングを設定した子ポリシーを含むクラス内にある）で
は、親ポリシング アクションが最初に実行され、次が子ポリシング アクションでした。
Cisco IOS Release 15.1(1)S 以降では、順序が逆になります。デフォルトでは、子ポリシング ア
クションが最初で、親ポリシング アクションはその後です。この変更は、ソフトウェア デー
タプレーン ポリサー実装（Cisco 7200、Cisco 7301、および Cisco 7600 FlexWAN および SIP200
ライン カード）のみに適用されます。
子ポリシング アクションが最初に実行されるため、この新しい動作によって、送信後ドロップ
アクションの結果が向上します。ただし、親および子ポリサーが競合するマーク後送信アク
ションを実行する場合、親アクションが後に実行されるため、子ではなく親のマーキングが有
効になります。
Release 15.1(1)S より前のリリースで有効だったポリシングの順序に戻す必要がある場合のみ、
qospoliceorderparent-first コマンドを使用します。
例

次の例では、子優先（デフォルト）から親が先で子は後にポリシングの順序を変更す
る方法を示します。
Router# qos police order parent-first
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qos pre-classify
サービス品質（QoS）事前分類を有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション
モードで qospre-classify コマンドを使用します。QoS 事前分類機能を無効にするには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
qos pre-classify
no qos pre-classify
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

QoS 事前分類は無効です。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

コマンド履歴

リリース

変更箇所

12.0(5)XE3

このコマンドが導入されました。

12.1(5)T

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。

12.2(2)T

このコマンドが Cisco 2600 および Cisco 3600 シリーズ ルータに実装
されました。

12.2(33)SRA

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされま
す。このトレインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、
フィーチャセット、プラットフォーム、およびプラットフォームハー
ドウェアによって異なります。

Cisco IOS XE Release
2.1

このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。

使用上のガイドライン このコマンドは、トンネル インターフェイス、仮想テンプレート、およびクリプトマップに限
定されます。qospre-classify コマンドは、その他すべてのインターフェイス タイプで使用でき
ません。
qospre-classify コマンドは IP パケットのみに有効にできます。

（注）

QoS 事前分類は、すべてのフラグメント化されたパケットではサポートされません。パケット
がフラグメント化される場合、各フラグメントは異なる事前分類を受信できます。
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例

次の例では、トンネル インターフェイスおよび仮想テンプレートにバーチャル プライ
ベート ネットワーク（VPN）の QoS 機能を有効にします。
Router(config-if)# qos pre-classify

関連コマンド

コマンド

説明

showinterfaces ルータまたはアクセス サーバ上に設定されているインターフェイスの統計情報
を表示します。
showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部のパケットのコンテンツを表
示します。
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qos shape-timer
階層型キューイング フレームワーク（HQF）シェーパー タイマー間隔を指定するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで qos shape-timer コマンドを使用します。シェーパー
タイマー間隔設定を削除し、デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
qos shape-timer {1ms|4ms}
no qos shape-timer {1ms|4ms}
構文の説明

1ms HQF シェーパー タイマーを 1 ミリ秒（ms）に設定します。
4ms HQF シェーパー タイマーをデフォルト値 4 ms に設定します。

コマンド デフォルト
コマンド モード

シェーパー タイマー間隔は 4 ミリ秒です。

グローバル コンフィギュレーション（config）

コマンド履歴

リリー
ス

変更箇所

15.1(4)M5 このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン シェーパー タイマーのデフォルト値は 4 ms ですが、高速なインターフェイスでこの設定をす
ると、トークン バケットが空になるまで 4 ms ごとのライン レートでバーストが発生する可能
性があります。直下にローエンド デバイスがあると、バーストのたびにパケットがドロップさ
れる可能性があります。不要なバースト動作をなくすには、qos shape-timer コマンドを使用
して、トークン バケットの補充時間を 4 ms から 1 ms に減らします。
シェーパー タイマー間隔を設定するには、まず qos shape-timer コマンドを使用して、シェー
パー タイマー間隔を設定した後、QoS サービス ポリシーを作成して平均シェープ レートを指
定し、最後にそのポリシーをインターフェイスに適用します。ポリシーをインターフェイスに
適用すると、シェーパーのトークン バケット補充間隔が、qos shape-timer コマンドを使用し
て設定したパラメータによって決定されます。

（注）

例

qos shape-timer コマンドは、ハードウェア補助タイマーがないすべてのサービス統合型ルー
タ（ISR）で使用できます。

次の例では、サービス ポリシーを作成して、インターフェイスに割り当て、シェー
パー タイマー間隔を 1 ms に設定します。
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Router(config)# policy-map myservicepolicy
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 256000
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# service-policy output myservicepolicy
Router(config-if)# exit
Router(config)# qos shape-timer 1ms

関連コマンド

コマンド

説明

class

ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定するか、デフォルト クラス
を指定します。

policy-map

設定するサービス ポリシーの名前を指定します。

service-policy インターフェイスに付加するサービス ポリシーの名前を指定します。
shape

平均またはピーク レート トラフィック シェーピングを指定します。
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queue-depth
Open Shortest Path First（OSPF）プロセスがそのキューに保持できる着信パケット数を設定する
には、ルータ コンフィギュレーション モードで queue-depth コマンドを使用します。キュー
の深さをデフォルト値に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。
queue-depth {hello|update} {queue-size|unlimited}
no queue-depth {hello|update}
構文の説明

hello

OSPF Hello プロセスのキューの深さを指定します。

update

OSPF ルータ プロセス キューのキューの深さを指定します。

queue-size キュー内のパケットの最大数。指定できる範囲は 1 ～ 2147483647 です。
unlimited キューの深さを無制限にします。
コマンド デフォルト

コマンド モード

キューのサイズが設定されていない場合、OSPF Hello プロセス キューの深さは無制限になり、
OSPF ルータ プロセス（更新）キューの深さは 200 パケットになります。

ルータ コンフィギュレーション（config-router）

コマンド履歴

リリー
ス

変更箇所

12.2(25)S このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン すべての着信 OSPF パケットは最初 Hello キューに入ります。OSPF Hello パケットはこのキュー
から直接処理されますが、その他すべての OSPF パケット タイプは更新キューに移動します。
ルータに多数のネイバーと大規模なデータベースを設定する場合、Hello およびルータ キュー
のサイズを調整するには、queue-depth コマンドを使用します。これを実行しないと、キュー
制限が原因でパケットがドロップされ、OSPF 隣接関係が失われる場合があります。
例

次の例では、OSPF 更新キューを 1500 パケットに設定する方法を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# queue-depth update 1500
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関連コマンド

コマンド

説明

queue-limit

クラスのキュー制限（サイズ）をバイト単位、ミリ秒（ms）単位、また
はパケット単位で指定または変更します。

queue-listqueuelimit キューに対してキューの長さ制限を指定します。
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queue-limit
バイト単位、ミリ秒（ms）単位、マイクロ秒（us）単位、またはパケット単位で、クラスの
キュー制限（サイズ）を指定または変更するには、QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーション モードで queue-limit コマンドを使用します。クラスからキューの制限を削除する
には、このコマンドの no 形式を使用します。
queue-limit queue-limit-size [{bytes|ms|us|packets}]
no queue-limit
Cisco ASR 1000 Series Router
queue-limit queue-limit-size [{bytes|packets}]
no queue-limit
Cisco 7600 シリーズ ルータ
queue-limit queue-limit-size [packets]
no queue-limit
構文の説明

queue-limit-size

bytes
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キューの最大サイズ。最大値は、指定された
オプションの測定単位キーワード（bytes、
ms、us、または packets）によって異なりま
す。
（注）

オプションの測定単位を指定しな
かった場合、デフォルトの測定単位
はプラットフォームによって異なり
ます。

（注）

Cisco ASR 1000 アグリゲーション
サービス ルータでは、バイトが推奨
モードです。

（任意）測定単位がバイトで指定されている
ことを示します。有効なバイト単位の範囲は
1 ～ 8192000 です。
（注）

bytes キーワードは、Cisco 7600 シ
リーズ ルータではサポートされませ
ん。

（注）

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの場
合、バイトの有効な範囲は 1 ～
64000000 です。
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ms

（任意）測定単位がミリ秒で指定されている
ことを示します。有効なミリ秒単位の範囲は
1 ～ 3400 です。
（注）

us

Cisco 7600 および Cisco ASR 1000 シ
リーズ ルータでは、ms キーワード
はサポートされていません。

（任意）測定単位がマイクロ秒で指定されて
いることを示します。有効なマイクロ秒の範
囲は 1 ～ 512000 です。
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packets

（任意）測定単位がパケットで指定されてい
ることを示します。有効なミリ秒単位の範囲
は 1 ～ 32768 ですが、プラットフォームとリ
リースによって、次のようにさまざまな値に
なります。
• ESR-PRE1 の場合：パケットのキュー サ
イズの制限は 32 ～ 16384 の数字で、この
数は 2 の累乗にする必要があります。指
定する数が 2 の累乗でない場合、デバイ
スはその数を至近の 2 の累乗の数に変換
します。
• Cisco IOS リリース 12.2(15)BX 以降のリ
リース：パケットのキュー サイズの制限
は 32 ～ 16384 の数字です。この数は 2 の
累乗にする必要はありません。
• Cisco IOS リリース 12.2(31)SB2 以降のリ
リース：パケットのキュー サイズの制限
は 16 ～ 32767 の数字です。
• Cisco IOS リリース 12.3(7)XI 以降のリリー
ス：インターフェイスに 500 MB 未満の
メモリがある場合、パケットのキュー サ
イズの制限は 8 ～ 4096 の数字で、この数
は 2 の累乗にする必要があります。イン
ターフェイスに 500 MB を超えるメモリ
がある場合、パケットのキュー サイズの
制限は 128 ～ 64000 の数字であり、2 の累
乗にする必要があります。そうでない場
合、デバイスがその数を至近の 2 の累乗
に変換します。
• Cisco IOS XE リリース 2.1 以降のリリー
ス：パケットのキュー サイズの制限は 1
～ 8192000 の数字です。

コマンド デフォルト

Weighted Random Early Detection（WRED）を使用する場合と使用しない場合のクラス キューの
queue-limit コマンドのデフォルト動作は次のとおりです。
• WRED を使用した場合のクラス キュー：デバイスでは、最も大きい WRED の最大しきい
値の 2 倍のデフォルト キュー制限値を至近の 2 の累乗に丸めて使用します。
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（注）

Cisco IOS Release 12.2(16)BX の場合、デバイスはこの値を至近の
2 の累乗に丸めません。

• WRED を使用しない場合のプライオリティ キューとクラス キュー：デバイスには、ライ
ン レートで 32 パケット以上、256 バイトのパケットの最大 50 ms のバッファがあります。
コマンド モード

コマンド履歴

QoS ポリシー クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）
リリース

変更箇所

12.0(5)T

このコマンドが導入されました。

12.0(5)XE

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合されました。VIP 対
応の Cisco 7500 シリーズ ルータのサポートが追加されました。

12.0(17)SL

このコマンドが Cisco 10000 アグリゲーション シリーズ ルータに実装
されました。

12.1(5)T

このコマンドが、VIP 対応の Cisco 7500 シリーズ ルータに実装されま
した。

12.2(16)BX

このコマンドが ESR-PRE2 に実装されました。

12.2(28)SB

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。

12.2(33)SRA

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.3(7)XI

このコマンドが Cisco IOS Release 12.3(7)XI に統合されました。

12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされま
す。このトレインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、
フィーチャ セット、プラットフォーム、およびプラットフォーム ハー
ドウェアによって異なります。

12.4(20)T

次の引数とキーワードの組み合わせが追加されました。
• queue-limit-size bytes
• queue-limit-size ms
• queue-limit-size packets
（注）

bytes キーワードは Cisco 7600 シリーズ ルータではサポート
されず、ms キーワードは Cisco 7600 および Cisco ASR 1000
シリーズ ルータでサポートされていません。
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リリース

変更箇所

Cisco IOS XE Release
2.1

このコマンドが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されました。

15.0(1)S1

このコマンドが変更され、キュー制限と最小/最大しきい値の計算が向
上しました。

15.0(1)M5

このコマンドが変更されました。階層型キューイング フレームワーク
（HQF）機能が向上しました。

15.2(2)T

このコマンドが変更されました。us キーワードが追加されました。デ
フォルトの測定単位がパケット数からプラットフォーム依存の単位に
変更になりました。

15.4(1)S

このコマンドが、Cisco ASR 901 シリーズ ルータに実装されました。

使用上のガイドライン 重み付け均等化キューイング
Weighted Fair Queueing（WFQ）により、クラス マップが定義される各クラスのキューが作成
されます。クラスの一致基準を満たすパケットは、送信されるまでクラス用に確保されている
キューに蓄積されます。Fair Queueing プロセスによって、キューでサービスが実行されると、
送信が発生します。クラス用に定義した最大パケットしきい値に到達すると、それ以降にクラ
ス キューで待ち状態になるパケットでは、テール ドロップが発生します。または、クラスで
WRED が設定されている場合、パケットのドロップが行われます。
Cisco IOS Release 15.0(1)S1 の変更点
Cisco IOS Release 15.0(1)S1 より前のリリースでは、キュー制限が設定されていない場合、現在
のクラスのキュー制限は、使用可能なバッファの親値および現在のクラスに割り当てられた帯
域幅から計算されました。暗黙の WRED 最小/最大シナリオでは、しきい値は使用可能なバッ
ファから計算されました。
各クラスについては、しきい値は使用可能な集約キュー制限値から計算されました。ユーザ定
義のキュー制限設定があっても、WRED 最小/最大しきい値は調整されませんでした。最小/最
大しきい値は、このトラフィック クラスから参照可能な「visible_bw」値から取得されました。
この一貫性のないキュー制限と最小/最大しきい値の計算が原因で WRED 機能にエラーが発生
する可能性がありました。
Cisco IOS Release 15.0(1)S1 以降では、キュー制限は常に親キュー制限と現在のクラスに割り当
てられた帯域幅から計算されます。queue-limit コマンドを使用して明示的に値を設定する場
合、これらの値はキュー制限の定義に使用されます。
機能を最適化するには、queue-limit コマンドを使用して、キュー制限設定に基づいて各 WRED
クラスの最小/最大しきい値を適切に設定します。
Cisco IOS Release 15.2(2)T の変更点
Cisco IOS Release 15.2(2)T より前のリリースでは、オプションの測定単位が指定されないと、
使用する測定単位はパケット数でした。Cisco IOS Release 15.2(2)T 以降では、オプションの測
定単位が指定されないと、使用する測定単位はプラットフォーム依存になります。
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Q から R
queue-limit

bandwidth コマンドによるキュー制限の上書き
特定のクラスに対する帯域幅を指定するには、モジュラ QoS CLI（MQC）で bandwidth コマ
ンドを使用します。MQC で使用される場合、bandwidth コマンドには、クラスにデフォルト
のキュー制限があります。このキュー制限は、queue-limit コマンドを使用して変更でき、
bandwidth コマンドによって設定されたデフォルトが上書きされます。

（注）

インターフェイスで必要な最小限の保証帯域幅を満たすために、高速インターフェイスでは、
queue-limit コマンドを使用してデフォルトのキュー制限を変更することが、特に重要です。
階層型キューイング フレームワーク（HQF）の導入以前、メイン インターフェイスにホール
ド キューが設定されていなかった場合のサブインターフェイスのデフォルトの最大キュー制限
は 512 でした。
HQF の一部として、Cisco IOS リリース 15.0(1)M5 以降、この制約は削除されました。現在、
最大キュー制限は、メイン インターフェイスのホールドキュー サイズと同程度に高く設定で
きます。
メイン インターフェイスにホールド キューが設定されていない場合、集約キューの制限は 1000
に引き上げることができます。メイン インターフェイスにホールドキューが明示的に設定され
ている場合、集約キューの制限はホールドキューの値まで引き上げることができます。サブイ
ンターフェイス単位の制限はありません。
より高い制限値の集約キューを求めるユーザに対し、設定可能な最大ホールドキュー値 4096
を 240,000 まで引き上げました。ただし、キュー制限とホールドキュー値を高く設定すること
は推奨しません。
queue-limit コマンドを使用して設定した値は、qos default queue-limit コマンドを使用して設定
した値を上書きします。

例

次に、policy11 という名前のポリシー マップを設定する例を示します。ポリシー マッ
プ policy11 には、acl203 という名前のクラスが含まれています。このクラス用に確保
されているキューの最大キュー サイズが 40 パケットになるよう、このクラスのポリ
シー マップが設定されます。
Device(config)# policy-map policy11
Device(config-pmap)# class acl203
Device(config-pmap-c)# bandwidth 2000
Device(config-pmap-c)# queue-limit 40 packets

関連コマンド

Command

Description

bandwidth

H.323 トラフィックの最大集約帯域幅を指定し、宛先ゲートキーパーで
使用可能な帯域幅を確認します。
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Command

Description

class(policy-map)

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更するク
ラスの名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラスとし
て知られるクラス）を指定します。

classclass-default

帯域幅が設定または変更されるデフォルト トラフィック クラスを指定
します。

policy-map

1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポリシー マッ
プを作成または修正し、サービス ポリシーを指定します。

qos default
queue-limit

バイト数単位、ミリ秒（ms）単位、マイクロ秒（us）単位、またはパ
ケット数単位で、デバイスのすべての QoS ベース クラスにデフォルト
のキュー制限を設定します。

Q から R
queue-limit atm clp

queue-limit atm clp
特定のトラフィック クラスにキューの最大サイズ（セル単位、マイクロ秒単位、またはミリ秒
単位）を指定するには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで
queue-limitatmclp コマンドを使用します。クラスからキュー制限の ATM セル損失率優先度
（CLP）値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
queue-limit atm clp queue-size {cells|ms|us}
no queue-limit atm clp
構文の説明

コマンド デフォルト
コマンド モード

コマンド履歴

queue-size

しきい値。指定できる範囲は、1 ～ 262144 です。

cells | ms |
us

キュー サイズの測定単位（ms はミリ秒、us はマイクロ秒）。

デフォルトの動作または値はありません。

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）
リリー
ス

変更箇所

12.0(30)S このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン 重み付け均等化キューイング（WFQ）など、他のキューイング機能を指定した場合のみ
queue-limitatmclp コマンドを使用できます。WFQ では、クラス マップを定義するすべてのク
ラスにキューが作成されます。ATM CLP ベースの queue-limit コマンドを使用して作成したポ
リシー マップは、Cisco 12000 シリーズ ルータの ATM インターフェイスのみに適用できます。
同じトラフィック クラスを使用して queue-limit コマンドを実行した後でないと、
queue-limitatmclp コマンドを使用できません。
設定済みの場合に、グローバル queue-limit queue-size 値と queue-limit atm clp queue-size 値を削
除する場合は、noqueue-limit コマンドを使用します。
クラスの一致基準を満たすパケットは、送信されるまで、このクラス専用のキューに蓄積され
ます。この処理は、重み付け均等化キューイング プロセスによってキューが処理される場合に
発生します。クラスに定義した最大パケットしきい値に達すると、クラス キューへの追加パ
ケットのキューイングは、テール ドロップされます。
CLP キュー制限しきい値はセル単位、ミリ秒（ms）単位、またはマイクロ秒（us）単位で指定
できます。ただし、測定単位は混在できません。たとえば、CLP キュー制限しきい値をミリ秒
で指定した場合は、グローバル キュー制限しきい値もミリ秒で指定する必要があります。
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queue-limit atm clp

（注）

例

キュー制限しきい値をセル単位、ミリ秒単位、またはマイクロ秒単位で指定すると、内部では
クラスまたは ATM 仮想回線（VC）で使用可能な表示帯域幅を使用して、セル数に変換されま
す。

次の例では、「POLICY-ATM」という名前のポリシー マップが設定されます。
「POLICY-ATM」ポリシー マップには、「CLASS-ATM」という名前のクラスが含ま
れています。このクラスの帯域幅はパーセンテージ（20）に指定されており、queue-limit
コマンドによってグローバル キュー制限しきい値が 1000 セルに指定されます。
queue-limitatmclp コマンドでは、ATM CLP データのキュー制限しきい値が 100 セルに
設定されます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map POLICY_ATM
Router(config-pmap)# class CLASS-ATM
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Router(config-pmap-c)# queue-limit 1000 cells
Router(config-pmap-c)# queue-limit atm clp 100 cells
Router(config-pmap-c)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth(policy-mapclass) ポリシー マップに属するクラスに割り当てる帯域幅を指定または
変更します。
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classclass-default

帯域幅が設定または変更されるデフォルト トラフィック クラスを
指定します。

class(policy-map)

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更す
るクラスの名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default
クラスとして知られるクラス）を指定します。

policy-map

1 つ以上のインターフェイスに対応付けることができるポリシー
マップを作成または修正し、サービス ポリシーを指定します。

queue-limit

ポリシー マップで設定されているクラスに対してキューが保持で
きるパケットの最大数を指定または変更します。

Q から R
queue-list default

queue-list default
キュー リストの他のどのルールにも一致しないパケットにプライオリティ キューを割り当て
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで queue-listdefault コマンドを使用しま
す。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
queue-list list-number default queue-number
no queue-list list-number default queue-number
構文の説明

list-number

キュー リストの番号。キュー リストを識別するための 1 ～ 16 の番号。

queue-number キューの番号。1 ～ 16 の数字。
コマンド デフォルト

無効
キュー リストのデフォルトの番号は、キュー番号 1 です。

コマンド モード

コマンド履歴

グローバル設定
リリース

変更箇所

10.0

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

使用上のガイドライン 複数のルールを使用する場合、システムでは queue-list コマンドが表示された順序で読み取ら
れることに注意してください。パケットの分類時に、システムは queue-list コマンドで指定さ
れたルール リストから一致するプロトコルまたはインターフェイス タイプを検索します。一
致すると、パケットが適切なキューに割り当てられます。システムは指定された順序でリスト
を検索し、ルールとの初回の一致で検索は終了します。
キュー番号 0 はシステム キューです。その他のキューが処理される前は空です。システムに
よって、キープアライブなどの高優先度パケットがこのキューに追加されます。
出力キューの現在のステータスを表示するには、showinterfaces コマンドを使用します。
例

次の例では、リスト 10 のデフォルト キューがキュー番号 2 に設定されています。
queue-list 10 default 2

Q から R
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queue-list default

関連コマンド

Command

Description

custom-queue-list

カスタム キュー リストをインターフェイスに割り当てます。

queue-listinterface

インターフェイスに着信するパケットのキューイング プライオリ
ティを確立します。

queue-listprotocol

プロトコル タイプに基づいてキューイング プライオリティを設定
します。

queue-listqueuebyte-count 特定のサイクル中に特定のキューからシステムが配信できるバイト
数を指定します。
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queue-listqueuelimit

キューに対してキューの長さ制限を指定します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部のパケットのコン
テンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦略を表示します。

Q から R
queue-list interface

queue-list interface
インターフェイスに着信するパケットのキューイング プライオリティを確立するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで queue-listinterface コマンドを使用します。リストから
エントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
queue-list list-number interface interface-type interface-number queue-number
no queue-list list-number interface interface-type interface-number queue-number
構文の説明

list-number

キュー リストの番号。キュー リストを識別するための 1 ～ 16 の番号。

interface-type

インターフェイスのタイプ。

interface-number インターフェイスの番号。
queue-number

コマンド デフォルト
コマンド モード

コマンド履歴

キューの番号。1 ～ 16 の数字。

キューイング プライオリティは確立されません。

グローバル設定
リリース

変更箇所

10.0

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

使用上のガイドライン 複数のルールを使用する場合、システムでは queue-list コマンドが表示された順序で読み取ら
れることに注意してください。パケットの分類時に、システムは queue-list コマンドで指定さ
れたルール リストから一致するプロトコルまたはインターフェイス タイプを検索します。一
致すると、パケットが適切なキューに割り当てられます。リストは指定された順序で検索され
ます。ルールとの初回の一致で検索は終了します。
例

この例では、キュー リスト 4 により、インターフェイス トンネル 3 に着信するパケッ
トにキューイング プライオリティが設定されます。割り当てられたキュー番号は 10
です。
queue-list 4 interface tunnel 3 10
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Q から R
queue-list interface

関連コマンド

Command

Description

custom-queue-list

カスタム キュー リストをインターフェイスに割り当てます。

queue-listdefault

キュー リストの他のルールに一致しないパケット用にプライオリ
ティ キューを割り当てます。

queue-listprotocol

プロトコル タイプに基づいてキューイング プライオリティを設定
します。

queue-listqueuebyte-count 特定のサイクル中に特定のキューからシステムが配信できるバイト
数を指定します。
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queue-listqueue limit

キューに対してキューの長さ制限を指定します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部のパケットのコン
テンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦略を表示します。

Q から R
queue-list lowest-custom

queue-list lowest-custom
カスタム キューとして処理されるキューに最小の番号を設定するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで queue-listlowest-custom コマンドを使用します。デフォルト値に戻す
には、このコマンドの no 形式を使用します。
queue-list list-number lowest-custom queue-number
no queue-list list-number lowest-custom queue-number
構文の説明

list-number

キュー リストの番号。キュー リストを識別するための 1 ～ 16 の番号。

queue-number キューの番号。1 ～ 16 の数字。
コマンド デフォルト
コマンド モード

コマンド履歴

カスタム キューの最小番号のデフォルト値は 1 です。

グローバル設定
リリース

変更箇所

11.0

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

使用上のガイドライン キュー 0 から queue-listlowest-custom コマンドで指定されたキューの前までは、すべてのキュー
でプライオリティ キューが使用されます。（キュー 0 の優先順位が最高になります。）
queue-listlowest-custom コマンドで指定されたキューからキュー 16 までは、すべてラウンドロ
ビン スケジューラを使用します。
現在のカスタム キュー設定を表示するには、showqueueingcustom コマンドを使用します。
例

次の例では、キュー リスト 4 の最小カスタム値を 2 に設定します。
queue-list 4 lowest-custom 2

関連コマンド

Command

Description

custom-queue-list

カスタム キュー リストをインターフェイスに割り当てます。

queue-listinterface

インターフェイスに着信するパケットのキューイング プライオリ
ティを確立します。
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Command

Description

queue-listprotocol

プロトコル タイプに基づいてキューイング プライオリティを設定
します。

queue-listqueue
byte-count

特定のサイクル中に特定のキューからシステムが配信できるバイト
数を指定します。

queue-listqueuelimit

キューに対してキューの長さ制限を指定します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部のパケットのコン
テンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦略を表示します。

Q から R
queue-list protocol

queue-list protocol
プロトコル タイプに基づいてキューイング プライオリティを確立するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで queue-listprotocol コマンドを使用します。リストからエントリ
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
queue-list list-number protocol protocol-name queue-number queue-keyword keyword-value
no queue-list list-number protocol protocol-name queue-number queue-keyword keyword-value
構文の説明

コマンド デフォルト
コマンド モード

コマンド履歴

list-number

キュー リストの番号。1 ～ 16 の数字。

protocol-name

プロトコル タイプ：aarp、appletalk、arp、bridge（透過）、clns、
clns_es、clns_is、cmns、compressedtcp、decnet、decnet_node、
decnet_routerl1、decnet_routerl2、dlsw、ip、ipx、pad、rsrb、stun
および x25。

queue-number

キューの番号。1 ～ 16 の数字。

queue-keyword
keyword-value

使用可能なキーワードは、fragments, gt, list, lt, tcp および udp で
す。このキーワードの詳細については、priority-listprotocol コマン
ドを参照してください。

キューイング プライオリティは確立されません。

グローバル設定
リリース

変更箇所

10.0

このコマンドが導入されました。

12.2(13)T

このコマンドが変更され、プロトコル タイプのリストから Apollo、VINES、およ
び XNS が削除されました。これらのプロトコルは、Release 12.2(13)T で Apollo
Domain、Banyan VINES、および Xerox Network Systems（XNS）が削除されたた
め、削除されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

使用上のガイドライン 単一プロトコルで複数のルールを使用する場合、システムでは表示された順序で queue-list コ
マンドが読み取られることに注意してください。パケットの分類時に、システムは queue-list
コマンドで指定されたルール リストから一致するプロトコルを検索します。一致すると、パ
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Q から R
queue-list protocol

ケットが適切なキューに割り当てられます。システムは指定された順序でリストを検索し、
ルールとの初回の一致で検索は終了します。
decnet_router-l1 キーワードはすべてのレベル 1 ルータ（エリア内ルータ）のマルチキャスト
アドレスを示し、decnet_router-l2 キーワードはすべてのレベル 2 ルータ（エリア間ルータ）
を示します。
dlsw、rsrb、および stun キーワードはダイレクト カプセル化のみを意味します。
priority-listprotocol コマンドのドキュメントに記載されている表を使用して、ご使用のシステ
ムのキューイング プライオリティを設定します。
例

次の例では、カスタム キュー リストに 1 を割り当て、プロトコル タイプは DECnet を
指定し、このインターフェイスから送信するパケットのキュー番号に 3 を割り当てて
います。
queue-list 1 protocol decnet 3

次の例では、200 バイトを超えるサイズの DECnet パケットをキュー番号 2 に割り当て
ています。
queue-list 2 protocol decnet 2 gt 200

次の例では、サイズが 200 バイト未満の DECnet パケットをキュー番号 2 に割り当て
ています。
queue-list 4 protocol decnet 2 lt 200

次の例では、IP アクセス リスト 10 に一致するトラフィックをキュー番号 1 に割り当
てています。
queue-list 1 protocol ip 1 list 10

次の例では、Telnet パケットをキュー番号 2 に割り当てています。
queue-list 4 protocol ip 2 tcp 23

次の例では、User Datagram Protocol（UDP）ドメイン ネーム サービス パケットをキュー
番号 2 に割り当てています。
queue-list 4 protocol ip 2 udp 53

次の例では、イーサネット タイプ コード アクセス リスト 201 に一致するトラフィッ
クをキュー番号 1 に割り当てています。
queue-list 1 protocol bridge 1 list 201

関連コマンド
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Command

Description

custom-queue-list

カスタム キュー リストをインターフェイスに割り当てます。

Q から R
queue-list protocol

Command

Description

queue-listdefault

キュー リストの他のルールに一致しないパケット用にプライオリ
ティ キューを割り当てます。

queue-listqueuebyte-count 特定のサイクル中に特定のキューからシステムが配信できるバイト
数を指定します。
queue-listqueuelimit

キューに対してキューの長さ制限を指定します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部のパケットのコン
テンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦略を表示します。

Q から R
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queue-list queue byte-count
特定のサイクル中に特定のキューからシステムが配信できるバイト数を指定するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで queue-listqueuebyte-count コマンドを使用します。バ
イト カウントをデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
queue-list list-number queue queue-number byte-count byte-count-number
no queue-list list-number queue queue-number byte-count byte-count-number
構文の説明

list-number

キュー リストの番号。1 ～ 16 の数字。

queue-number

キューの番号。1 ～ 16 の数字。

byte-count-number 特定のサイクル中に特定のキューからシステムが配信できる平均バイト数で
す。
コマンド デフォルト

コマンド モード

このコマンドはデフォルトでは無効になっています。デフォルトのバイト カウントは 1500 バ
イトです。

グローバル設定

コマンド履歴

リリース

変更箇所

10.0

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

例

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

次の例では、キュー リスト 9 によって、キュー番号 10 にバイト カウント 1400 を設定
します。
queue-list 9 queue 10 byte-count 1400

関連コマンド
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Command

Description

custom-queue-list

カスタム キュー リストをインターフェイスに割り当てます。

queue-listdefault

キュー リストの他のルールに一致しないパケット用にプライオリ
ティ キューを割り当てます。

Q から R
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Command

Description

queue-listinterface

インターフェイスに着信するパケットのキューイング プライオリ
ティを確立します。

queue-listprotocol

プロトコル タイプに基づいてキューイング プライオリティを設定
します。

queue-listqueuebyte-count 特定のサイクル中に特定のキューからシステムが配信できるバイト
数を指定します。
queue-listqueuelimit

キューに対してキューの長さ制限を指定します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部のパケットのコン
テンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦略を表示します。
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queue-list queue limit
キューにキューの長さ制限を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
queue-listqueuelimit コマンドを使用します。キューの長さをデフォルト値に戻すには、このコ
マンドの no 形式を使用します。
queue-list list-number queue queue-number limit limit-number
no queue-list list-number queue queue-number limit limit-number
構文の説明

list-number

キュー リストの番号。1 ～ 16 の数字。

queue-number キューの番号。1 ～ 16 の数字。
limit-number いつでもキューに追加できるパケットの最大数。範囲は 0 ～ 32767 キュー エン
トリです。この値が 0 の場合、キューのサイズは無制限です。
コマンド デフォルト
コマンド モード

デフォルトのキューの長さ制限は 20 エントリです。

グローバル設定

コマンド履歴

リリース

変更箇所

10.0

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

例

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

次の例では、キュー 10 のキューの長さを 40 に増やします。
queue-list 5 queue 10 limit 40

関連コマンド
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Command

Description

custom-queue-list

カスタム キュー リストをインターフェイスに割り当てます。

queue-listdefault

キュー リストの他のルールに一致しないパケット用にプライオリ
ティ キューを割り当てます。

queue-listinterface

インターフェイスに着信するパケットのキューイング プライオリ
ティを確立します。
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Command

Description

queue-listprotocol

プロトコル タイプに基づいてキューイング プライオリティを設定
します。

queue-listqueuebyte-count 特定のサイクル中に特定のキューからシステムが配信できるバイト
数を指定します。
showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部のパケットのコン
テンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦略を表示します。
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random-detect
（注）

Cisco IOS Release 15.0(1)S および Cisco IOS Release 15.1(3)T のインターフェイス コンフィギュ
レーション モードでは、random-detect コマンドは表示されません。このコマンドは、Cisco
IOS ソフトウェアで引き続き使用できますが、コマンド ラインで疑問符を入力しても、CLI イ
ンタラクティブ ヘルプに表示されません。このコマンドは今後のリリースで、インターフェイ
ス コンフィギュレーション モードから完全に削除されます。つまり、適切な代替コマンド（ま
たは一連のコマンド）を使用する必要があります。代わりに使用するコマンドのリストなど、
詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』の「Legacy QoS
Command Deprecation」機能ドキュメントを参照してください。
インターフェイス上で重み付けランダム早期検出（WRED）または分散 WRED（DWRED）を
有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで random-detect コマン
ドを使用します。ポリシー マップのクラスに WRED を設定するには、QoS ポリシーマップ ク
ラス コンフィギュレーション モードで random-detect コマンドを使用します。WRED または
DWRED を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect [{dscp-based|prec-based}]
no random-detect

構文の説明

dscp-based （任意）パケットの廃棄確率を計算する場合、WRED で Diffserv コード ポイント
（DSCP）の値を使用するよう、指定します。
prec-based （任意）パケットの廃棄確率を計算する場合、WRED で IP precedence の値を使用
するよう、指定します。

コマンド デフォルト
コマンド モード

WRED と DWRED は、デフォルトでは無効です。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴
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リリース

変更箇所

11.1CC

このコマンドが導入されました。

12.1(5)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。差別化サービ
ス（DiffServ）と相対的優先転送（AF）Per Hop Behavior（PHB）をサポー
トするための引数が追加されました。
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リリース

変更箇所

12.1(5a)E

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードでのみ、このコマ
ンドが Cisco IOS Release 12.1(5a)E に統合されました。このコマンドが、
Versatile Interface Processor（VIP）対応の Cisco 7500 シリーズ ルータと、
FlexWAN モジュールが搭載された Catalyst 6000 ファミリ スイッチに、実装
されました。

12.0(15)S

QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードのみで、このコ
マンドが Cisco IOS Release 12.0(15)S に統合されました。

12.2(14)S

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。

12.0(28)S

QoS ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで、このコマ
ンドが Cisco IOS Release 12.0(28)S に統合されました。

12.2(28)SB

QoS ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで、このコマ
ンドが Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。

12.2(33)SRA

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。
このトレインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ
セット、プラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによっ
て異なります。

12.4(20)T

モジュラ Quality of Service（QoS）CLI（MQC）を使用した階層型キューイ
ング フレームワーク（HQF）のサポートが追加されました。

15.0(1)S

このコマンドが変更されました。このコマンドがインターフェイスコンフィ
ギュレーション モードで非表示になりました。

15.1(3)T

このコマンドが変更されました。このコマンドがインターフェイスコンフィ
ギュレーション モードで非表示になりました。

Cisco IOS XE
3.6S

このコマンドが変更されました。Cisco ASR 903 ルータのサポートが追加さ
れました。

キーワード
dscp-based キーワードまたは prec-based キーワードのいずれも使用しない場合、WRED では、
IP プレシデンス値（デフォルト方式）を使用して、パケットの廃棄確率が計算されます。
アベイラビリティ
random-detect コマンドは、Cisco IOS Release 12.1E または 12.0S のインターフェイス レベルで
は使用できません。random-detect コマンドは、Cisco IOS Releases 12.1E、12.0S、およびそれ
以降のリリースのみ、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードで使用できます。
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WRED の機能
WRED は輻輳回避メカニズムであり、輻輳が存在するときにパケットをランダムにドロップす
ることで、トラフィックを遅くします。DWRED は WRED に似ていますが、Route Switch
Processor（RSP）ではなく、Versatile Interface Processor（VIP）を使用します。WRED と DWRED
は、転送速度を下げることによってドロップされるパケットに応答する、Transport Control
Protocol（TCP）のようなプロトコルで最も効果的です。
ルータで、WRED 計算で使用するパラメータが自動的に定義されます。これらのパラメータを
変更するには、random-detectprecedence コマンドを使用します。
DWRED をサポートしているプラットフォーム
DWRED 機能は、RSP 7000 カード搭載 Cisco 7000 シリーズ ルータおよび VIP2-40 以降のイン
ターフェイス プロセッサ搭載 Cisco 7500 シリーズ ルータでのみサポートされます。VIP のポー
ト アダプタの集約ライン レートが DS3 を上回る場合は、VIP2-50 インターフェイス プロセッ
サを強く推奨します。OC-3 レートには VIP2-50 インターフェイス プロセッサが必要です。
DWRED を使用するには、まず分散型シスコ エクスプレス フォワーディング スイッチングを
インターフェイスで有効にする必要があります。分散型シスコ エクスプレス フォワーディン
グの詳細については、『Cisco IOS Switching Services Configuration Guide』および『Cisco IOS
Switching Services Command Reference』を参照してください。
ポリシー マップでの WRED
標準クラスまたはデフォルトクラスのポリシー マップの一部として、WRED を指定できます。
WRED random-detect コマンドおよび重み付け均等化キューイング（WFQ）queue-limit コマ
ンドは、どちらか一方を使用します。WRED を設定している場合、そのパケット ドロップ機
能を使用して、設定されている最大カウントを超えるパケットがキューで待ち状態になったと
きのキューが管理されます。WFQ queue-limit コマンドを設定すると、テール ドロップが使用
されます。
ポリシー マップを設定し、クラス ポリシーを作成するには、policy-map および class (ポリシー
マップ) コマンドを使用します。ポリシー マップ内でクラスを作成する場合、次のいずれかの
コマンドとともに random-detect コマンドを使用できます。
• bandwidth (policy-map class)
• fair-queue (class-default)：デフォルト クラスのみ

（注）

ポリシー マップの 1 つまたは複数のクラスで、テール ドロップの代わりに WRED パケット ド
ロップを使用する場合、ポリシー マップが付加されているインターフェイスに WRED が設定
されていないことを確認する必要があります。

（注）

DWRED は、ポリシー マップのクラスではサポートされません。
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パケットの廃棄確率を計算する 2 つの方式
このコマンドには、dscp-based と prec-based の 2 つのオプションのキーワードが含まれてお
り、WRED がパケットの廃棄確率の計算に使用する方式が決定されます。
WRED で使用する方式を決める際には、次の点に注意してください。
• dscp-based キーワードを指定すると、WRED では DSCP 値（つまり、IP タイプ オブ サー
ビス（ToS）バイトの最初の 6 ビット）を使用して廃棄確率が計算されます。
• prec-based キーワードを指定すると、WRED では IP プレシデンス値を使用して、廃棄確
率が計算されます。
• dscp-based および prec-based キーワードは、どちらかを指定します。
• いずれの引数も指定されない場合、WRED では、IP precedence の値を使用して廃棄確率が
計算されます（デフォルト方式）。
例

次の例は、High-Speed Serial Interface（HSSI）0/0/0 インターフェイスで WRED を設定
します。
interface Hssi0/0/0
random-detect

次に、class1 という名前のクラスに対するポリシーの指定が含まれる、policy1 という
名前のポリシー マップを設定する例を示します。輻輳が発生している間は、テール ド
ロップではなく、WRED パケット ドロップが使用されます。
! The following commands create the class map called class1:
class-map class1
match input-interface fastethernet0/1
! The following commands define policy1 to contain policy specification for class1:
policy-map policy1
class class1
bandwidth 1000
random-detect

次に、DSCP 値 8 を使用して、WRED をイネーブルにする例を示します。DSCP 値 8
の最小しきい値は 24 で、最大しきい値は 40 です。この設定はインターフェイス レベ
ルで実行されました。
Router(config)# interface serial0/0
Router(config-if)# random-detect dscp-based
Router(config-if)# random-detect dscp 8 24 40

次に、クラス c1 の DSCP 値 8 を使用して、WRED をイネーブルにする例を示します。
DSCP 値 8 の最小しきい値は 24 で、最大しきい値は 40 です。最後の行では、出力ポ
リシーまたは仮想回線（VC）p1 に、サービス ポリシーが付加されます。
Router(config-if)# class-map c1
Router(config-cmap)# match access-group 101
Router(config-if)# policy-map p1
Router(config-pmap)# class c1
Router(config-pmap-c)# bandwidth 48
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Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp 8 24 40
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface serial0/0
Router(config-if)# service-policy output p1

関連コマンド
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コマンド

説明

bandwidth

ポリシー マップに属するクラスに割
り当てられる帯域幅を指定するか、
変更します。または ATM オーバー
ヘッド アカウンティングを有効にし
ます。

class

作成または変更するポリシーのクラ
ス名を指定するか、ポリシーを設定
する前にデフォルト クラス（一般に
class-default クラスといいます）を指
定します。

fair-queue

デフォルト クラス ポリシーの一部と
して class-default クラスで使用するた
めに予約するダイナミック キューの
数を指定します。

policy-map

ポリシー マップを作成して、ユーザ
ポリシーごとにコントロール プレー
ン ポリシングおよび保護（CoPP）を
定義します。

queue-limit

クラスのキュー制限（サイズ）をバ
イト単位、ミリ秒（ms）単位、マイ
クロ秒（us）単位、またはパケット単
位で指定または変更します。

random-detectdscp

DSCP 値の最小および最大パケットし
きい値を変更します。

random-detectexponential-weighting-constant

平均キュー サイズ計算のための
WRED および DWRED 指数加重係数
を設定します。

random-detectflow

フローベース WRED をイネーブルに
します。

random-detectprecedence

特定の IP プレシデンスに WRED パラ
メータと DWRED パラメータを設定
します。
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コマンド

説明

showinterfaces

ルータまたはアクセス サーバで設定
されているすべてのインターフェイ
スの統計情報を表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキュー
イング戦略を表示します。

showtech-supportrsvp

すべての RSVP 関連情報のレポート
を生成します。
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random-detect（VC 単位）
（注）

Cisco IOS Release 15.1(3)T では、random-detect（VC 単位）コマンドは表示されません。この
コマンドは Cisco IOS ソフトウェアで引き続き使用できますが、CLI のインタラクティブ ヘル
プでは、コマンド ラインで疑問符を入力して表示しようとしても表示されません。このコマン
ドは、今後のリリースで完全に削除されます。詳細については、『Cisco IOS Quality of Service
Solutions Configuration Guide』の「Legacy QoS Command Deprecation」機能ドキュメントを参照
してください。
仮想回線（VC）単位重み付けランダム早期検出（WRED）または VC 単位 VIP 分散 WRED
（DWRED）を有効にするには、VC サブモード モードで random-detect コマンドを使用しま
す。VC 単位 WRED および VC 単位 DWRED を無効にするには、このコマンドの no 形式を使
用します。
random-detect [attach group-name]
no random-detect [attach group-name]

構文の説明

attach
group-name

コマンド デフォルト

WRED と DWRED は、デフォルトでディセーブルにされます。

コマンド モード

（任意）WRED または DWRED グループの名前。

VC サブモード

コマンド履歴

リリース

変更箇所

12.0(3)T

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

15.1(3)T

このコマンドが変更されました。このコマンドが非表示になりました。

使用上のガイドライン WRED は、輻輳が存在するときにランダムにパケットをドロップすることでトラフィックを遅
くする輻輳回避メカニズムです。DWRED は WRED に類似していますが、Route Switch Processor
（RSP）の代わりに Versatile Interface Processor（VIP）が使用されます。WRED と DWRED は、
転送速度を小さくすることによってドロップされるパケットに応答する、TCP のようなプロト
コルで最も効果的です。
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WRED および DWRED は、インターフェイスおよび VC 単位レベルで設定できます。VC レベ
ルの WRED および DWRED 設定は、WRED および DWRED がインターフェイス レベルでも設
定されている場合は、インターフェイス レベル設定をオーバーライドします。
バンドルのメンバーとして単一 ATM VC または VC を設定するには、このコマンドを使用しま
す。
random-detect（VC 単位）コマンドを使用する際には、次の点に注意してください。
• オプションの attach キーワードを指定せずにこのコマンドを使用すると、デフォルトの
WRED または DWRED パラメータ（最小、最大しきい値など）が使用されます。
• オプションの attach キーワードを指定してこのコマンドを使用すると、指定した WRED
または DWRED パラメータ グループで定義されたパラメータが使用されます。（WRED
または DWRED パラメータ グループは、random-detect-group コマンドで定義されます。）
指定した WRED または DWRED グループが存在しない場合、VC はデフォルトの WRED
または DWRED パラメータで設定されます。
インターフェイス レベル WRED または DWRED グループの設定にこのコマンドを使用して、
VC 単位 WRED または DWRED をドロップ ポリシーとして追加する場合、設定した WRED ま
たは DWRED グループ パラメータは次の条件で継承されます。
• すべての既存の VC（VC レベル WRED または DWRED グループで明示的に設定されてい
ないリソース予約プロトコル（RSVP）相手先選択接続（SVC）を含む）では、インター
フェイス レベル WRED または DWRED グループ パラメータが継承されます。
• シグナリングに使用する VC および暫定ローカル管理インターフェイス（ILMI）VC を除
き、インターフェイス レベル DWRED グループの設定後に作成されたすべての VC では
そのパラメータが継承されます。
インターフェイス レベル WRED または DWRED グループ設定が削除されると、VC 単位 WRED
または DWRED パラメータが、設定済みインターフェイス レベル WRED または DWRED グ
ループからパラメータを継承した VC すべてから削除されます。
インターフェイス レベル WRED または DWRED グループ設定が変更されると、VC 単位 WRED
または DWRED パラメータは、設定済みインターフェイス レベル WRED または DWRED グ
ループ設定からパラメータを継承した場合、それに従って変更されます。
このコマンドは、VC レベル キューイングが可能なインターフェイスでのみサポートされま
す。現在サポートされているインターフェイスは、拡張 ATM ポート アダプタ（PA-A3）で
す。
DWRED 機能は、RSP 7000 カード搭載 Cisco 7000 シリーズ ルータおよび VIP2-40 以降のイン
ターフェイス プロセッサ搭載 Cisco 7500 シリーズ ルータでのみサポートされます。VIP のポー
ト アダプタの集約ライン レートが DS3 を上回る場合は、VIP2-50 インターフェイス プロセッ
サを強く推奨します。OC-3 レートには VIP2-50 インターフェイス プロセッサが必要です。
DWRED を使用するには、まず分散型シスコ エクスプレス フォワーディング（dCEF）スイッ
チングをインターフェイスで有効にする必要があります。dCEF の詳細については、『Cisco
IOS Switching Services Configuration Guide』および『Cisco IOS Switching Services Command
Reference』を参照してください。
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例

次の例では、cisco という名前の相手先固定接続（PVC）の VC 単位 WRED を設定しま
す。 attach キーワードは指定しないため、WRED にはデフォルトのパラメータが使
用されます。
pvc cisco 46
random-detect

次の例では、Rome という名前の DWRED グループを作成し、パラメータ グループを
ATM PVC に適用します。
! The following commands create the DWRED parameter group Rome:
random-detect-group Rome
precedence rsvp 46 50 10
precedence 1 32 50 10
precedence 2 34 50 10
precedence 3 36 50 10
precedence 4 38 50 10
precedence 5 40 50 10
precedence 6 42 50 10
precedence 7 44 50 10
exit
exit
! The following commands create a PVC on an ATM interface and then apply the
! DWRED group Rome to that PVC:
interface ATM2/0.23 point-to-point
ip address 10.9.23.10 255.255.255.0
no ip mroute-cache
pvc vc1 201/201
random-detect attach Rome
vbr-nrt 2000 1000 200
encapsulation aal5snap

次の showqueueing コマンドは、VC 単位 DWRED 設定に従って、各 IP プレシデンス
の現在の設定を表示します。
Router# show queueing random-detect interface atm2/0.23 vc 201/201
random-detect group Rome:
exponential weight 9
class
min-threshold
max-threshold
mark-probability
---------------------------------------------------------0
30
50
1/10
1
32
50
1/10
2
34
50
1/10
3
36
50
1/10
4
38
50
1/10
5
40
50
1/10
6
42
50
1/10
7
44
50
1/10
rsvp
46
50
1/10

関連コマンド
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Command

Description

class(policy-map)

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを
作成または変更するクラスの名前、およびデフォ
ルト クラス（一般に class-default クラスとして知
られるクラス）を指定します。
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Command

Description

random-detectexponential-weighting-constant キューの平均サイズ計算のための WRED および
DWRED 指数加重係数を設定します。
random-detect-group

WRED または DWRED パラメータ グループを定
義します。

random-detectprecedence

特定の IP Precedence の WRED パラメータと
DWRED パラメータを設定します。

showinterfaces

シリアル インターフェイスに固有の統計情報を
表示します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部
のパケットのコンテンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦
略を表示します。

Q から R
41

Q から R
random-detect aggregate

random-detect aggregate
集約重み付けランダム早期検出（WRED）を有効にするには、ポリシー マップ クラス コンフィ
ギュレーション モードで random-detectaggregate コマンドを使用します。集約 WRED を無効
にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect [{precedence-based|dscp-based}] aggregate [minimum-thresh min-thresh
maximum-thresh max-thresh mark-probability mark-prob]
no random-detect [{precedence-based|dscp-based}] aggregate
構文の説明

コマンド デフォルト

precedence-based

（任意）IP プレシデンス値に基づいて集約 WRED を有効にします。
これがデフォルトです。

dscp-based

（任意）DiffServ コード ポイント（DSCP）値に基づいて集約 WRED
を有効にします。

minimum-thresh
min-thresh

（任意）個別に設定されていないすべてのサブクラス（IP プレシデ
ンスまたは DSCP 値）に使用する最小しきい値（パケット数）のデ
フォルト値を設定します。有効な値は 1 ～ 12288 です。

maximum-thresh
max-thresh

（任意）個別に設定されていないすべてのサブクラス（IP プレシデ
ンスまたは DSCP 値）に使用する最大しきい値（パケット数）のデ
フォルト値を設定します。有効な値は、最小しきい値引数から 12288
までの範囲です。

mark-probability
mark-prob

（任意）キューの平均の深さが最大しきい値にあるときにドロップ
されたパケットの割合の分母のデフォルト値を設定します。この値
は、個別に設定されていないすべてのサブクラス（IP プレシデンス
または DSCP 値）に使用します。有効な値は 1 ～ 255 です。

precedence-based および dscp-based キーワードがこのコマンドで指定されない場合、デフォル
トは precedence-based です。
デフォルトの集約クラスのオプション パラメータが定義されていない場合、明示的に設定され
ていないすべてのサブクラス値では、プレーン（重み付けなし）RED ドロップ動作が使用され
ます。これは、デフォルトでは WRED 動作を常に使用する標準 random-detect コンフィギュレー
ションとは異なります。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース

変更箇所

12.2(18)SXE このコマンドが導入されました。
12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
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リリース

変更箇所

12.2(31)SB2 このコマンドが PRE3 用の Cisco 10000 シリーズ ルータで Cisco IOS Release
12.2(31)SB2 に統合されました。
使用上のガイドライン ATM インターフェイスの場合、集約 WRED 機能では ATM SPA カードが Cisco 7600 SIP-200
キャリア カードまたは Cisco 7600 SIP-400 キャリア カードにインストールされている必要があ
ります。
ATM インターフェイスに WRED を設定するには、random-detect aggregate コマンドを使用する
必要があります。標準 random-detect コマンドは ATM インターフェイスでサポートされなくな
りました。
precedence-based および dscp-based キーワードは、どちらかを指定します。どちらのキーワー
ドも指定しないと、precedence-based がデフォルトになります。
デフォルト集約クラスの WRED プロファイル パラメータ値は定義を省略できます。デフォル
ト集約クラスに適用される WRED プロファイル パラメータが定義されている場合は、明示的
に設定されていないすべてのサブクラスにこのパラメータが適用されます。有効なすべての IP
precedence または DSCP 値がサブクラスとして定義されている場合は、デフォルト値は指定す
る必要がありません。デフォルト集約クラスのオプション パラメータが定義されず、IP プレ
シデンスまたは DSCP 値が未設定のパケットがインターフェイスに着信した場合、プレーン
（重み付けなし）RED ドロップ動作が使用されます。
特定の IP プレシデンスまたは DSCP 値に、集約重み付けランダム早期検出（WRED）パラメー
タを設定するには、ポリシー マップ コンフィギュレーション内でこのコマンドと
random-detectprecedence(aggregate) または random-detectdscp(aggregate) コマンドを使用しま
す。
ポリシー マップが定義された後で、ポリシー マップを VC レベルで割り当てる必要がありま
す。
集約サブクラスの統計情報を表示するには、showpolicy-mapinterface コマンドを使用します。
例

次に、ATM インターフェイスのプレシデンス ベース集約 WRED 設定例を示します。
まず、prec-aggr-wred という名前のポリシー マップをデフォルト クラスに定義します。
次にプレシデンス ベース集約 WRED を random-detectaggregate コマンドで有効にした
後、一連の random-detectprecedence(aggregate) コマンドでサブクラスと WRED パラ
メータ値を割り当てます。最後に interface および service-policy コマンドで ATM VC
レベルでポリシー マップを割り当てます。
Router (config)# policy-map prec-aggr-wred
Router (config-pmap)# class class-default
Router (config-pmap-c)# random-detect aggregate
Router (config-pmap-c)# random-detect precedence values 0 1 2 3 minimum thresh 10
maximum-thresh 100 mark-prob 10
Router (config-pmap-c)# random-detect precedence values 4 5 minimum-thresh 40
maximum-thresh 400 mark-prob 10
Router (config-pmap-c)# random-detect precedence values 6 minimum-thresh 60 maximum-thresh
600 mark-prob 10
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Router (config-pmap-c)# random-detect precedence values 7 minimum-thresh 70 maximum-thresh
700 mark-prob 10
Router (config-pmap-c)# interface ATM4/1/0.10 point-to-point
Router (config-subif)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Router (config-subif)# pvc 10/110
Router (config-subif)# service-policy output prec-aggr-wred

次に、ATM インターフェイスの DSCP ベース集約 WRED 設定例を示します。まず、
dscp-aggr-wred という名前のポリシー マップをデフォルト クラスに定義します。次に
DSCP ベース集約 WRED を random-detectdscp-basedaggregate コマンドで有効にした
後、一連の random-detectdscp (aggregate) コマンドでサブクラスと WRED パラメータ
値を割り当てます。最後に interface および service-policy コマンドで ATM VC レベル
でポリシー マップを割り当てます。
Router (config)# policy-map dscp-aggr-wred
Router (config-pmap)# class class-default
Router (config-pmap-c)# random-detect dscp-based aggregate minimum-thresh 1 maximum-thresh
10 mark-prob 10
Router (config-pmap-c)# random-detect dscp values 0 1 2 3 4 5 6 7 minimum-thresh 10
maximum-thresh 20 mark-prob 10
Router (config-pmap-c)# random-detect dscp values 8 9 10 11 minimum-thresh 10
maximum-thresh 40 mark-prob 10
Router (config)# interface ATM4/1/0.11 point-to-point
Router (config-subif)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Router (config-subif)# pvc 11/101
Router (config-subif)# service-policy output dscp-aggr-wred

関連コマンド

コマンド

説明

class(policy-map)

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成また
は変更するクラスの名前、およびデフォルト クラス（一
般に class-default クラスとして知られるクラス）を指定し
ます。

interface

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。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス
ポリシーを指定するためのポリシーマップを作成します。

random-detectprecedence(aggregate) 特定の IP プレシデンス値に集約 WRED パラメータを設
定します。
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random-detectdscp(aggregate)

特定の DSCP 値に集約 WRED パラメータを設定します。

service-policy

入力インターフェイスまたは VC、あるいは出力インター
フェイスまたは VC に、そのインターフェイスまたは VC
のサービス ポリシーとして使用するポリシー マップを対
応付けます。
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コマンド

説明

showpolicy-mapinterface

指定されたインターフェイスのすべてのサービスポリシー
に対して設定されている、全クラスの設定を表示するか、
または、インターフェイス上の特定の PVC に対するサー
ビス ポリシーのクラスを表示します。
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random-detect atm-clp-based
パケットの ATM セル損失率優先度（CLP）に基づいて、重み付けランダム早期検出（WRED）
を有効にするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで
random-detectatm-clp-based コマンドを使用します。WRED をディセーブルにするには、この
コマンドの no 形式を使用します。
random-detect atm-clp-based clp-value
no random-detect atm-clp-based
Cisco 10000 シリーズ ルータ
random-detect atm-clp-based min-thresh-value max-thresh-value mark-probability-denominator-value
no random-detect atm-clp-based
構文の説明

clp-value

CLP の値。有効な値は、0 または 1 です。

min-thresh-value

パケット数での最小しきい値。有効な値は 1 ～ 4096 です。

max-thresh-value

パケット数での最大しきい値。有効な値は 1 ～ 4096 です。

max-probability-denominator-value 平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされたパ
ケットの割合の分母。有効な値は 1 ～ 65535 です。
コマンド デフォルト

WRED が設定される場合、最小と最大のデフォルトしきい値は、インターフェイスの出力バッ
ファリング容量と伝送速度に基づいて、決定されます。
デフォルトの最大確率分母は 10 です。
Cisco 10000 シリーズ ルータでは、デフォルトは無効です。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴

リリース 変更箇所
12.0(28)S このコマンドが導入されました。
12.2(28)SB このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
12.2(33)SB このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータの PRE3 と PRE4 に追加されました。
12.4(20)T モジュラ Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス（CLI）
（MQC）を使用した階層型キューイング フレームワーク（HQF）のサポートが追
加されました。
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使用上のガイドライン 同じ HQF 設定では、random-detectatm-clp-based コマンドを random-detectcos-based コマンド
と併用することはできません。norandom-detectcos-based コマンドを使用して無効化した後に、
random-detectatm-clp-based コマンドを設定する必要があります。
例

次の例では、ATM CLP に基づいて WRED が設定されます。この設定では、
random-detectatm-clp-based コマンドが設定され、ATM CLP に 1 が指定されます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policymap1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# random-detect atm-clp-based 1
Router(config-pmap-c)#
end

関連コマンド

コマンド

説明

random-detectclp

WRED をイネーブルにするために使用される、パケットの ATM CLP
の値、最小しきい値、最大しきい値、最大確率分母を指定します。

random-detectcos

WRED をイネーブルにするために使用される、パケットの CoS 値、
最小しきい値、最大しきい値、最大確率分母を指定します。

random-detectcos-based パケットの CoS 値に基づいて、WRED をイネーブルにします。
showpolicy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設
定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラス
の設定を表示します。

showpolicy-mapinterface 指定したインターフェイスまたはサブインターフェイス上か、イン
ターフェイス上の特定の PVC に対し、すべてのサービス ポリシーに
対して設定されているすべてのクラスのパケット統計情報を表示し
ます。
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random-detect clp
重み付けランダム早期検出（WRED）の有効化に使用する、パケットの ATM セル損失率優先
度（CLP）値、最小および最大しきい値、最大確率分母を指定するには、ポリシー マップ ク
ラス コンフィギュレーション モードで random-detectclp を使用します。指定された ATM CLP
のしきい値と最大確率分母をデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使
用します。
random-detect clp clp-value min-threshold max-threshold max-probability-denominator
no random-detect clp clp-value min-threshold max-threshold max-probability-denominator
構文の説明

clp-value

CLP の値。有効な値は、0 または 1 です。

min-threshold

パケット数での最小しきい値。有効な値は 1 ～ 512000000 の範囲
です。

max-threshold

パケット数での最大しきい値。有効な値は 1 ～ 512000000 の範囲
です。

max-probability-denominator 平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされたパケッ
トの割合の分母。有効な値は 1 ～ 65535 です。
コマンド デフォルト

min-threshold および max-threshold 引数のデフォルト値は、インターフェイスの出力バッファ
リング容量と伝送速度で決まります。
max-probability-denominator 引数のデフォルト値は 10 です。つまり、10 個のパケットのうち 1
個は最大しきい値でドロップされます。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴

リリース 変更箇所
12.0(28)S このコマンドが導入されました。
12.2(28)SB このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
15.2(2)T

このコマンドが変更されました。最大しきい値と最小しきい値の範囲が変更され
ました。

使用上のガイドライン random-detectclp コマンドを使用する際には、次の点に注意してください。
• 平均キューの長さが最小しきい値に達すると、WRED では、指定された IP precedence で
一部のパケットがランダムにドロップされます。
• キューの平均の長さが最大しきい値を超えると、WRED は指定された IP プレシデンス値
のすべてのパケットをドロップします。
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• min-threshold 引数と max-threshold 引数の値の範囲は 1 ～ 512000000 ですが、指定可能な
実際の値は設定するランダム検出のタイプに応じて異なります。たとえば、最大しきい値
がキューの制限を超えることはできません。
• max-probability-denominator 引数は、平均キュー 深度が最大しきい値に達した場合にドロッ
プするパケットの割合です。たとえば、分母が 512 の場合、平均キューが最大しきい値の
ときに、512 パケットごとに 1 パケットがドロップされます。
例

次の例では、random-detectclp コマンドを使用して WRED を有効にします。
random-detectclp コマンドを使用して、ATM CLP、最小および最大しきい値、最大確
率分母を指定します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policymap1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# random-detect clp 1 12 25 1/10
Router(config-pmap-c)# end

関連コマンド

コマンド

説明

random-detectatm-clp-based パケットの ATM CLP に基づいて、WRED をイネーブルにしま
す。
random-detectcos

WRED をイネーブルにするために使用される、パケットの CoS
値、最小しきい値、最大しきい値、最大確率分母を指定します。

random-detectcos-based

パケットの CoS 値に基づいて、WRED をイネーブルにします。

showpolicy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの
設定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのク
ラスの設定を表示します。

showpolicy-mapinterface

指定したインターフェイスまたはサブインターフェイス上か、イ
ンターフェイス上の特定の PVC に対し、すべてのサービス ポリ
シーに対して設定されているすべてのクラスのパケット統計情報
を表示します。
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random-detect cos-based
パケットのサービス クラス（CoS）に基づいて、Weighted Random Early Detection（WRED）を
イネーブルにするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで
random-detectcos-based コマンドを使用します。WRED をディセーブルにするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
random-detect cos-based cos-value
no random-detect cos-based
構文の説明

cos-value 0 ～ 7 の、IEEE 802.1Q CoS の特定の値。

コマンド デフォルト

WRED が設定される場合、最大と最小のしきい値は、出力バッファリング容量とインターフェ
イスの送信速度に基づいて、決定されます。
デフォルトの最大確率分母は 10 です。

コマンド モード

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴

リリース 変更箇所
12.0(28)S このコマンドが導入されました。
12.2(28)SB このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
12.4(20)T モジュラ Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス（CLI）
（MQC）を使用した階層型キューイング フレームワーク（HQF）のサポートが追
加されました。

使用上のガイドライン 同じ HQF 設定では、random-detectcos-based コマンドを random-detectatm-clp-based コマンド
と併用することはできません。norandom-detectatm-clp-based コマンドを使用して無効化した
後に、random-detectcos-based コマンドを設定する必要があります。
例

次の例では、CoS 値に基づいて WRED が設定されます。この設定では、
random-detectcos-based コマンドが設定され、CoS 値に 2 が指定されます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policymap1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# random-detect cos-based 2
Router(config-pmap-c)#
end
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関連コマンド

コマンド

説明

random-detectatm-clp-based パケットの ATM CLP に基づいて、WRED をイネーブルにしま
す。
random-detectclp

WRED をイネーブルにするために使用される、パケットの ATM
CLP の値、最小しきい値、最大しきい値、最大確率分母を指定し
ます。

random-detectcos

WRED をイネーブルにするために使用される、パケットの CoS
値、最小しきい値、最大しきい値、最大確率分母を指定します。

showpolicy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの
設定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのク
ラスの設定を表示します。

showpolicy-mapinterface

指定したインターフェイスまたはサブインターフェイス上か、イ
ンターフェイス上の特定の PVC に対し、すべてのサービス ポリ
シーに対して設定されているすべてのクラスのパケット統計情報
を表示します。
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random-detect discard-class
ポリシー マップで廃棄クラス値用の重み付けランダム早期検出（WRED）パラメータをクラス
ポリシーに設定するには、 ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで
random-detectdiscard-class コマンドを使用します。廃棄クラス値を無効にするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
random-detect discard-class value min-threshold max-threshold max-probability-denominator
no random-detect discard-class value min-threshold max-threshold max-probability-denominator
構文の説明

value

廃棄クラスです。これは、パケットの廃棄適格を指定する番号で
す。有効な値は 0 ～ 7 です。

min-threshold

キューで使用可能なパケットの最小数を指定します。平均キュー
の長さが最小しきい値に達すると、WRED では、指定された
DSCP、IP precedence、または廃棄クラスの値で一部のパケットが
ランダムにドロップされます。有効な最小しきい値は 1 ～
512000000 です。

max-threshold

キューで使用可能なパケットの最大数。平均キューの長さが最大
しきい値を超えると、WRED では、指定された DSCP、IP
precedence、または廃棄クラスの値ですべてのパケットがドロップ
されます。有効な最大しきい値の範囲は 1 ～ 512000000 です。

max-probability-denominator 平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされたパケッ
トの割合の分母。たとえば、分母が 512 の場合、平均キューが最
大しきい値のときに、512 パケットごとに 1 パケットがドロップさ
れます。有効な値は 1 ～ 65535 です。
コマンド デフォルト

コマンド モード

すべての優先レベルについて、max-probability-denominator のデフォルトは 10 パケットです。
つまり、最大しきい値の場合、10 パケットごとに 1 パケットがドロップされます。

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴

リリース 変更箇所
12.0(3)T

このコマンドが導入されました。

12.2(13)T このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(13)T に統合されました。
12.2(28)SB このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
12.2(31)SB このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco 10000 シリーズ ルー
タに実装されました。
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リリース 変更箇所
15.2(2)T

このコマンドが変更されました。最大しきい値と最小しきい値の範囲が変更され
ました。

使用上のガイドライン インターフェイスで random-detectdiscard-class コマンドを設定すると、パケットの廃棄クラ
スに基づいて、パケットに対する優先処理が行われます。廃棄クラスの異なる廃棄クラス値を
調整するには、random-detectdiscard-class コマンドを使用します。

（注）

min-threshold 引数と max-threshold 引数の値の範囲は 1 ～ 512000000 ですが、指定可能な実際
の値は設定するランダム検出のタイプに応じて異なります。たとえば、最大しきい値がキュー
の制限を超えることはできません。
Cisco 10000 シリーズ ルータ
random-detectdiscard-class-based コマンドを使用して、最初にドロップ モードを有効にする必
要があります。これにより、random-detectdiscard-class コマンドを使用して、廃棄確率プロ
ファイルを設定できます。
次の表は、DiffServ コード ポイント（DSCP）、IP プレシデンス、および廃棄クラスに基づい
た WRED のデフォルト廃棄しきい値です。廃棄確率は、ルータが 10 パケットあたり 1 パケッ
トをドロップすることを示します。
表 1 : WRED のデフォルト廃棄しきい値

DSCP、プレシデンス、お 最小しきい値（キュー サイ 最大しきい値（キューサイ 廃棄確
よび廃棄クラス値
ズに対する割合）
ズに対する割合）
率
すべての DSCP

1/4

1/2

1/10

0

1/4

1/2

1/10

1

9/32

1/2

1/10

2

5/16

1/2

1/10

3

11/32

1/2

1/10

4

3/8

1/2

1/10

5

13/32

1/2

1/10

6

7/16

1/2

1/10

7

15/32

1/2

1/10
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例

次に、平均キューが 100 パケットの最小しきい値に到達したときに、パケットをラン
ダムにドロップする廃棄クラス 2 を設定し、平均キューが 200 パケットの最大しきい
値の場合に 10 パケット中 1 パケットがドロップされる例を示します。
policy-map set-MPLS-PHB
class IP-AF11
bandwidth percent 40
random-detect discard-class-based
random-detect-discard-class 2 100 200 10

Cisco 10000 シリーズ ルータ
次の例では、廃棄クラス ベースの WRED を有効にする方法を示します。この例では
Silver という名前のクラス マップを、廃棄クラス 3 と 5 に基づいてトラフィックを分
類するように設定します。廃棄クラス 3 と 5 に一致するトラフィックは、Premium と
いう名前のポリシー マップの Silver という名前のクラスに割り当てられます。Silver
では、最小しきい値が 500、最大しきい値が 1500、mark-probability-denominator が 200
に設定された WRED パケット ドロップが廃棄クラス 5 に基づいて実行されます。QoS
ポリシーは、送信方向のポイントツーポイント ATM サブインターフェイス 2/0/0.2 の
PVC 1/81 に適用されます。
Router(config)# class-map Silver
Router(config-cmap)# match discard-class 3 5
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map Premium
Router(config-pmap)# class Silver
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 30
Router(config-pmap-c)# random-detect discard-class-based
Router(config-pmap-c)# random-detect discard-class 5 500 1500 200
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface atm 2/0/0
Router(config-if)# atm pxf queuing
Router(config-if)# interface atm 2/0/0.2 point-to-point
Router(config-subif)# pvc 1/81
Router(config-subif-atm-vc)# ubr 10000
Router(config-subif-atm-vc)# service-policy output Premium

関連コマンド

コマンド

説明

bandwidth(policy-mapclass)

ポリシー マップに属するクラスに割り当てる帯
域幅を指定または変更します。

matchdiscard-class

特定の廃棄クラスのパケットに一致させます。

random-detectdiscard-class-based

WRED の基礎をパケットのクラス廃棄値にしま
す。

random-detectexponential-weighting-constant キューの平均サイズ計算のための WRED および
DWRED 指数加重係数を設定します。
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コマンド

説明

random-detectprecedence

特定の IP precedence に対する WRED パラメータ
と DWRED パラメータを設定します。

showpolicy-mapinterface

指定されたインターフェイスのすべてのサービ
ス ポリシーに対して設定されている、全クラス
の設定を表示するか、または、インターフェイ
ス上の特定の PVC に対するサービス ポリシーの
クラスを表示します。
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random-detect discard-class-based
パケットの廃棄クラス値に基づいて、重み付けランダム早期検出（WRED）を指定する場合
は、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで random-detectdiscard-class-based
コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用
します。
random-detect discard-class-based
no random-detect discard-class-based
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

デフォルトはルータにより異なります。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース 変更箇所
12.2(13)T このコマンドが導入されました。
12.2(28)SB このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。

使用上のガイドライン WRED が、IP precedence フィールドではなく廃棄クラスに基づくようにするよう、このコマン
ドを入力します。
例

次に、パケットの廃棄クラス値に基づいたランダム検出の例をしまします。
policy-map name
class-name
bandwidth percent 40
random-detect discard-class-based

関連コマンド

コマンド

説明

matchdiscard-class 特定の廃棄クラスのパケットを照合します。
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random-detect dscp
（注）

Cisco IOS Release 15.1(3)T のインターフェイス コンフィギュレーション モードでは、
random-detectdscp は表示されません。このコマンドは、Cisco IOS ソフトウェアで引き続き使
用できますが、コマンド ラインで疑問符を入力しても、CLI インタラクティブ ヘルプに表示
されません。このコマンドは今後のリリースで、インターフェイス コンフィギュレーション
モードから完全に削除されます。つまり、適切な代替コマンド（または一連のコマンド）を使
用する必要があります。代替コマンドのリストなど、詳細については、『Cisco IOS Quality of
Service Solutions Configuration Guide』の「Legacy QoS Command Deprecation」機能ドキュメント
を参照してください。
Diffserv コード ポイント（DSCP）の値に対する最小と最大のパケットしきい値を変更するに
は、インターフェイスまたは QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードで
random-detectdscp コマンドを使用します。最小および最大パケットしきい値を DSCP 値のデ
フォルトに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect dscp dscp-value min-threshold max-threshold [mark-probability-denominator]
no random-detect dscp dscp-value min-threshold max-threshold [mark-probability-denominator]

構文の説明

dscp-value

DSCP 値。DSCP 値には 0 ～ 63 の数値、または次のキーワードの
いずれかを指定できます。af11、af12、af13、af21、af22、af23、
af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、
cs7、ef、または rsvp。

min-threshold

パケット数での最小しきい値。この引数に指定できる値の範囲
は、1 ～ 512000000 です。平均キューの長さが最小しきい値に達
すると、重み付けランダム早期検出（WRED）または分散 WRED
（DWRED）によって、指定された DSCP の値で一部のパケット
がランダムにドロップされます。

max-threshold

パケット数での最大しきい値。この引数の値の範囲は、
min-threshold 引数の最小値から 512000000 までです。平均キュー
の長さが最大しきい値を超えると、WRED または DWRED では、
指定された DSCP の値ですべてのパケットがドロップされます。

mark-probability-denominator （任意）キューの平均の深さが最大しきい値にあるときにドロッ
プされたパケットの割合の分母。たとえば、分母が 512 の場合、
平均キューが最大しきい値のときに、512 パケットごとに 1 パケッ
トがドロップされます。値の範囲は、1 ～ 65536 です。デフォル
トは 10 です。最大しきい値に達したときに、10 パケットにつき
1 つのパケットがドロップされます。
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コマンド デフォルト

コマンド モード

random-detectdscp コマンドのデフォルト値は、Versatile Interface Processor（VIP）対応の Cisco
7500 シリーズ ルータおよび FlexWAN モジュール（DWRED）が搭載された Catalyst 6000 ファ
ミリ スイッチでは異なります。WRED が動作する他のすべてのプラットフォームには、別の
セットのデフォルト値があります。random-detectdscp のデフォルト値の詳細については、「使
用上のガイドライン」セクションを参照してください。

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴

リリース

変更箇所

12.1(5)T

このコマンドが導入されました。

12.1(5a)E

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードでのみ、この
コマンドが Cisco IOS Release 12.1(5a)E に統合されました。このコマン
ドが、VIP 対応 Cisco 7500 シリーズ ルータと、FlexWAN モジュールが
搭載された Catalyst 6000 ファミリ スイッチに実装されました。

12.0(15)S

QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードで、この
コマンドが Cisco IOS Release 12.0(15)S に統合されました。

12.2(14)S

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。

12.2(28)SB

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。

12.2(33)SRA

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされま
す。このトレインの特定の12.2SXリリースにおけるサポートは、フィー
チャセット、プラットフォーム、およびプラットフォームハードウェ
アによって異なります。

15.1(3)T

このコマンドが変更されました。このコマンドがインターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで非表示になりました。

15.2(2)T

このコマンドが変更されました。最大しきい値と最小しきい値の範囲
が変更されました。

Cisco IOS XE Release このコマンドが変更されました。Cisco ASR 903 ルータのサポートが追
3.6S
加されました。
使用上のガイドライン インターフェイス コンフィギュレーション モードで、random-detect dscp コマンドを
random-detect コマンドとともに使用します。
random-detectdscp コマンドは、random-detect コマンドをインターフェイス コンフィギュレー
ション モードで使用しているときに DSCP ベースの引数を指定した場合にのみ使用できます。
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（注）

random-detectdscp コマンドは、Cisco IOS Release 12.1E または Release 12.0S のインターフェイ
ス レベルでは使用できません。random-detectdscp コマンドは、Cisco IOS Release 12.1E の QoS
ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードだけで使用できます。

VIP 対応 Cisco 7500 シリーズ ルータおよび FlexWAN モジュール搭載 Catalyst 6000 ファミリ ス
イッチ
すべての IP プレシデンス値については、mark-probability-denominator のデフォルト値は 10 で、
max-threshold 値は、インターフェイスの出力バッファリング容量と伝送速度で決まります。
デフォルトの min-threshold 値は IP プレシデンス値に応じて異なります。IP プレシデンス 0 の
min-threshold の値は、max-threshold の値の半分になります。残りの IP プレシデンス値に対応
する値は、max-threshold の値の半分から max-threshold の値までの間に、等間隔に配置されま
す。

（注）

min-threshold 引数と max-threshold 引数の値の範囲は 1 ～ 512000000 ですが、指定可能な実際
の値は設定するランダム検出のタイプに応じて異なります。たとえば、最大しきい値がキュー
の制限を超えることはできません。
DSCP 値の最大および最小しきい値をユーザが設定しない場合、すべての DSCP 値にはプレシ
デンス 0 に指定されたものと同じ最小しきい値および最大しきい値が設定されます。
DSCP 値の指定
random-detectdscp コマンドを使用すると、トラフィック クラスごとに DSCP 値を指定できま
す。DSCP 値には 0 ～ 63 の数値、または次のキーワードのいずれかを指定できます。af11、
af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、
cs7、ef、または rsvp。
特定のトラフィック クラスでは、トラフィック クラスごとに 8 つの DSCP の値を設定できま
す。8 つの precedence の値、12 の相対的優先転送（AF）コード ポイント、1 つの完全優先転
送コード ポイント、8 つのユーザ定義の DSCP の値の、あわせて 29 の値を設定できます。
Assured Forwarding コード ポイント
AF コード ポイントを使用すると、ドメインで、他のドメイン（カスタマーなど）から受信す
る IP パケットに対し、4 つの異なるレベル（4 つの異なる AF クラス）の転送保証を利用でき
るようになります。4 つの AF クラスのそれぞれに、一定の転送サービス（バッファ スペース
および帯域幅）が割り当てられます。
それぞれの AF クラスでは、IP パケットが、3 つのドロップ precedence の値（バイナリ 2{010}、
4{100}、または 6{110}）の 1 つでマーク付けされます。この 3 つの値は、DSCP ヘッダーの下
位 3 つのビットとして存在します。輻輳ネットワーク環境では、パケットのドロップ precedence
の値により、AF クラス内のパケットの重要度が決定されます。より高いドロップ precedence
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の値を持つパケットは、より低いドロップ precedence の値を持つパケットより先に、廃棄され
ます。
DSCP 値の上位 3 ビットにより、AF クラスが決定され、下位 3 ビットにより、廃棄確率が決
定されます。
Expedited Forwarding コード ポイント
通常、EF コード ポイントは、優先順位が高く、時間依存のデータのマーキングに使用されま
す。EF コード ポイント マーキングは、precedence の最大値と等しくなります。したがって、
EF コード ポイントは、常に、precedence の値 7 と等しくなります。
クラス セレクタの値
クラス セレクタの（CS）の値は、IP precedence の値と等しくなります（たとえば、cs1 は、IP
precedence 1 と同じです）。
デフォルト値
次の表は、分散型プラットフォーム上の各 IP プレシデンス値に対応するデフォルトの WRED
最小しきい値です。
表 2 : 分散型プラットフォームのデフォルトの WRED 最小しきい値

IP

クラス セレクタ
（CS）の値

最小しきい値（最大し 値についての注意事項
きい値の分数）

0

cs0

8/16

ユーザによって設定されていないす
べての DSCP の値のしきい値は、IP
precedence 0 のしきい値と同じです。

1

cs1

9/16

--

2

cs2

10/16

--

3

cs3

11/16

--

4

cs4

12/16

--

5

cs5

13/16

--

6

cs6

14/16

--

7

cs7

15/16

EF コード ポイントは、IP precedence
7 と常に等しくなります。

（優先順
位）
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VIP 対応 Cisco 7500 シリーズ ルータおよび FlexWAN モジュール搭載 Catalyst 6000 ファミリ ス
イッチ以外のデフォルト値
VIP 対応 Cisco 7500 シリーズ ルータおよび Catalyst 6000 を除くすべてのプラットフォームに
は、次の表に示すデフォルト値があります。
WRED で DSCP の値を使用してパケットの廃棄率を計算する場合、DSCP テーブルの 64 のす
べてのエントリは、次の表に示すデフォルト値で初期化されます。
表 3 : random-detect dscp のデフォルト設定

DSCP

最小しきい
値

最大しきい
値

マーク確
率

0 (0)

20

40

1/10

1

22

40

1/10

2

24

40

1/10

3

26

40

1/10

4

28

40

1/10

5

30

40

1/10

6

32

40

1/10

7

34

40

1/10

8 (1)

22

40

1/10

9

22

40

1/10

10

24

40

1/10

11

26

40

1/10

12

28

40

1/10

13

30

40

1/10

14

32

40

1/10

15

34

40

1/10

16 (2)

24

40

1/10

17

22

40

1/10

18

24

40

1/10

19

26

40

1/10

（優先順
位）
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DSCP

最小しきい
値

最大しきい
値

マーク確
率

20

28

40

1/10

21

30

40

1/10

22

32

40

1/10

23

34

40

1/10

24 (3)

26

40

1/10

25

22

40

1/10

26

24

40

1/10

27

26

40

1/10

28

28

40

1/10

29

30

40

1/10

30

32

40

1/10

31

34

40

1/10

32 (4)

28

40

1/10

33

22

40

1/10

34

24

40

1/10

35

26

40

1/10

36

28

40

1/10

37

30

40

1/10

38

32

40

1/10

39

34

40

1/10

40 (5)

30

40

1/10

41

22

40

1/10

42

24

40

1/10

43

26

40

1/10

44

28

40

1/10

45

30

40

1/10

（優先順
位）
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DSCP

最小しきい
値

最大しきい
値

マーク確
率

46

36

40

1/10

47

34

40

1/10

48 (6)

32

40

1/10

49

22

40

1/10

50

24

40

1/10

51

26

40

1/10

52

28

40

1/10

53

30

40

1/10

54

32

40

1/10

55

34

40

1/10

56 (7)

34

40

1/10

57

22

40

1/10

58

24

40

1/10

59

26

40

1/10

60

28

40

1/10

61

30

40

1/10

62

32

40

1/10

63

34

40

1/10

rsvp

36

40

1/10

（優先順
位）

例

次に、DSCP 値 8 を使用して、WRED をイネーブルにする例を示します。DSCP 値 8
の最小しきい値は 20、最大しきい値は 40、マーク付けの率は 1/10 です。
random-detect dscp 8 20 40 10

関連コマンド

コマンド

説明

random-detect

WRED または DWRED をイネーブルにします。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦略を表示します。
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コマンド

説明

showqueueinginterface インターフェイスまたは VC のキューイングの統計情報を表示します。
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random-detect dscp（aggregate）
特定の DiffServ コード ポイント（DSCP）値に集約重み付けランダム早期検出（WRED）パラ
メータを設定するには、QoS ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで
random-detectdscpvalues(aggregate) コマンドを使用します。集約 WRED DSCP 値の設定を無効
にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect dscp sub-class-val1 sub-class-val2 sub-class-val3 sub-class-val4 min-thresh
max-thresh mark-prob
no random-detect dscp sub-class-val1 sub-class-val2 sub-class-val3 sub-class-val4 min-thresh
max-thresh mark-prob
Cisco 10000 シリーズ ルータ（PRE3）
random-detect dscp values sub-class-val1 [... [sub-class-val8]] minimum-thresh
min-thresh-value maximum-thresh max-thresh-value mark-prob mark-prob-value
no random-detect dscp values sub-class-val1 [... [sub-class-val8]] minimum-thresh
min-thresh-value maximum-thresh max-thresh-value mark-prob mark-prob
構文の説明

sub-class-val1
sub-class-val2
sub-class-val3
sub-class-val4

次の WRED プロファイル パラメータ指定に対する DSCP の値
が適用されます。最大 8 のサブクラス（DSCP の値）が、コマ
ンドライン インターフェイス（CLI）エントリごとに指定でき
ます。有効な DSCP 値のリストについては、「使用上のガイド
ライン」を参照してください。

min-thresh

キューで使用可能なパケットの最小数。平均キューの長さが最
小しきい値に達すると、WRED では、指定された DSCP の値で
一部のパケットがランダムにドロップされます。有効な最小し
きい値は 1 ～ 16384 です。

max-thresh

キューで使用可能なパケットの最大数。キューの平均の長さが
最大しきい値を超えると、WRED は指定した DSCP 値のすべて
のパケットをドロップします。有効な最大しきい値の範囲は 1
～ 16384 です。

mark-prob

平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされたパ
ケットの割合の分母。たとえば、分母が512の場合、平均キュー
が最大しきい値のときに、512 パケットごとに 1 パケットがド
ロップされます。有効な値は 1 ～ 65535 です。

Cisco10000SeriesRouter
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values
次の WRED プロファイル パラメータ指定に対する DSCP の値
sub-class-val1[...[subclass-val8]] が適用されます。最大 8 つのサブクラス（DSCP 値）を各 CLI
エントリに指定できます。DSCP 値は、0 ～ 63 の値にすること
ができます。または、次のキーワードのいずれかにすることが
できます。ef、af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、
af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、また
は cs7

コマンド デフォルト
コマンド モード

minimum-thresh min-thresh

キューで使用可能なパケットの最小数を指定します。平均キュー
の長さが最小しきい値に達すると、WRED では、指定された
DSCP の値で一部のパケットがランダムにドロップされます。
有効な最小しきい値は 1 ～ 16384 です。

maximum-thresh max-thresh

キューで使用可能なパケットの最大数。キューの平均の長さが
最大しきい値を超えると、WRED は指定した DSCP 値のすべて
のパケットをドロップします。有効な最大しきい値の範囲は 1
～ 16384 です。

mark-probability mark-prob

平均キュー深度が最大しきい値に達した場合にドロップされる
パケットの割合を示す分母を指定します。たとえば、分母が
512 の場合、平均キューが最大しきい値のときに、512 パケッ
トごとに 1 パケットがドロップされます。有効な値は 1 ～ 65535
です。

すべての優先レベルについて、デフォルトの mark-prob の値は 10 パケットです。

QoS ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース

変更箇所

12.2(18)SXE このコマンドが導入されました。
12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2(31)SB2 このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB2 に統合され、Cisco 10000 シリーズ
ルータに実装されました。
使用上のガイドライン ATM インターフェイスの場合、集約 WRED 機能では ATM SPA カードが Cisco 7600 SIP-200
キャリア カードまたは Cisco 7600 SIP-400 キャリア カードにインストールされている必要があ
ります。
ATM インターフェイスに WRED を設定するには、random-detectaggregate コマンドを使用す
る必要があります。標準 random-detect コマンドは ATM インターフェイスでサポートされなく
なりました。
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ポリシー マップ コンフィギュレーション内で、このコマンドと random-detectaggregate コマ
ンドを使用します。
WRED パラメータを共有している DSCP の値の各セットについて、このコマンドを繰り返しま
す。
ポリシー マップが定義された後で、ポリシー マップをこのコマンドを仮想回線（VC）レベル
で付加する必要があります。
random-detectdscp(aggregate)CLI で定義されたサブクラス（DSCP プレシデンス）値のセット
は、単一のハードウェア WRED リソースに集約されます。これらのサブクラスの統計情報も、
集約されます。
集約サブクラスの統計情報を表示するには、showpolicy-mapinterface コマンドを使用します。
Cisco 10000 シリーズ ルータ
PRE2 の場合、random-detect コマンドでキューのデフォルト プロファイルを指定します。PRE3
の場合、代わりに aggregate random-detect コマンドを使用して、WRED に集約パラメータを設
定します。PRE3 でも PRE2 の random-detect コマンドを隠しコマンドとして使用できます。
PRE2 の場合、デフォルト プロファイルのアカウンティングはプレシデンスごとに行います。
PRE3 の場合、デフォルト プロファイルのアカウンティングと設定はクラス マップごとに行い
ます。
PRE2 の場合、明示的なしきい値設定をしないと、DSCP またはプレシデンス値のデフォルト
しきい値は、プレシデンスごとに指定します。PRE3 の場合、デフォルトしきい値には WRED
を設定しません。
PRE2 の場合、デフォルト プロファイル内の各プレシデンスのドロップ カウンタには、特定の
プレシデンス値と一致するドロップ カウンタのみが含まれます。PRE2 にはデフォルト プロ
ファイルのデフォルトしきい値があるため、CBQOSMIB にはデフォルトしきい値が表示され
ます。PRE3 の場合、デフォルト プロファイル内の各プレシデンスのドロップ カウンタには、
デフォルト プロファイルの集約カウンタが含まれており、特定のプレシデンスに対応した個別
のカウンタはありません。デフォルト プロファイルにしきい値を設定していない場合、PRE3
のデフォルト プロファイルでは、CBQOSMIB のデフォルトしきい値は表示されません。
DSCP 値
1 つまたは複数の Diffserv コード ポイント（DSCP）値を入力する必要があります。コマンド
には、次の任意の組み合わせを含めることができます。
• Differentiated Service Code Point 値を表す数字（0 ～ 63）
• 特定の AF DSCP を識別する af 番号（af11 など）
• 特定の CS DSCP を識別する cs 番号（cs1 など）
• default：デフォルト DSCP を持つパケットに一致します。
• ef：EF DSCP を持つパケットに一致します。
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たとえば、0、1、2、3、4、5、6、または 7 の DCSP 値が必要な場合（指定したすべての IP
DSCP 値ではなく、1 つの IP DSCP 値だけが正常な一致基準であることに注意）、
matchdscp01234567 コマンドを入力します。
例

次に、map1 という名前のクラス マップを作成し、map2 という名前のポリシー マップ
に関連付ける例を示します。設定により、DSCP 8 の最小しきい値 24 と最大しきい値
40 に基づいて、設定によって WRED から map1 パケットがドロップされます。map2
ポリシー マップは、発信 ATM インターフェイス 1/0/0 に割り当てられます。
Router(config-if)# class-map map1
Router(config-cmap)# match access-group 10
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map map2
Router(config-pmap)# class map1
Router(config-pmap-c)# bandwidth 48
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp 8 24 40
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface atm 1/0/0
Router(config-if)# service-policy output map2

次に、ATM インターフェイスの DSCP ベース集約 WRED 設定例を示します。まず、
dscp-aggr-wred という名前のポリシー マップをデフォルト クラスに定義します。次に
DSCP ベース集約 WRED を random-detectdscp-basedaggregate コマンドで有効にした
後、一連の random-detectdscp(aggregate) コマンドでサブクラスと WRED パラメータ
値を割り当てます。最後に interface および service-policy コマンドで ATM VC レベル
でポリシー マップを割り当てます。
Router(config)# policy-map dscp-aggr-wred
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based aggregate minimum-thresh 1 maximum-thresh
10 mark-prob 10
!
! Define an aggregate subclass for packets with DSCP values of 0-7 and assign the WRED
! profile parameter values for this subclass
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp 0 1 2 3 4 5 6 7 minimum-thresh 10 maximum-thresh
20 mark-prob 10
Router(config-pmap-c) random-detect dscp 8 9 10 11 minimum-thresh 10 maximum-thresh 40
mark-prob 10
Router(config)# interface ATM4/1/0.11 point-to-point
Router(config-subif)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Router(config-subif) pvc 11/101
Router(config-subif)# service-policy output dscp-aggr-wred

Cisco 10000 シリーズ ルータ
次に、Gold という名前のクラス マップを作成し、Business という名前のポリシー マッ
プに関連付ける例を示します。DSCP 8 の最小しきい値 24 と最大しきい値 40 に基づい
て、設定によって WRED は Gold パケットをドロップします。Business ポリシー マッ
プは、発信 ATM インターフェイス 1/0/0 に割り当てられます。
Router(config-if)# class-map Gold
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Router(config-cmap)# match access-group 10
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map Business
Router(config-pmap)# class Gold
Router(config-pmap-c)# bandwidth 48
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp values 8 minimum-thresh 24 maximum-thresh 40
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface atm 1/0/0
Router(config-if)# service-policy output Business

関連コマンド

コマンド

説明

class(policy-map)

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更する
クラスの名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラス
として知られるクラス）を指定します。

interface

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。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを
指定するためのポリシー マップを作成します。

random-detectaggregate 集約 WRED をイネーブルにし、オプションで、デフォルト集約クラ
スに対するデフォルト WRED パラメータの値を指定します。このデ
フォルト クラスは、明示的に設定されていないすべてのサブクラス
に使用されます。
service-policy

入力インターフェイスまたは VC、あるいは出力インターフェイスま
たは VC に、そのインターフェイスまたは VC のサービス ポリシー
として使用するポリシー マップを対応付けます。

showpolicy-mapinterface 指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対して
設定されている、全クラスの設定を表示するか、または、インター
フェイス上の特定の PVC に対するサービス ポリシーのクラスを表示
します。
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random-detect ecn
明示的輻輳通知（ECN）を有効にするには、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション
モードで random-detectecn コマンドを使用します。ECN を無効にするには、このコマンドの
no 形式を使用します。
random-detect ecn
no random-detect ecn
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

ECN はデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリー
ス

変更箇所

12.2(8)T このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン ECN がイネーブルの場合、Weighted Random Early Detection（WRED）が IP precedence の値に
基づいている場合でも Diffserv コード ポイント（DSCP）の値に基づいている場合でも、ECN
を使用できます。
例

次に、「pol1」という名前のポリシー マップで ECN を有効にする例を示します。
Router(config)# policy-map pol1
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap)# bandwidth per 70
Router(config-pmap-c)# random-detect
Router(config-pmap-c)# random-detect ecn

関連コマンド

コマンド

説明

showpolicy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設
定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラス
の設定を表示します。

showpolicy-mapinterface 指定したインターフェイスまたはサブインターフェイス上か、イン
ターフェイス上の特定の PVC に対し、すべてのサービス ポリシーに
対して設定されているすべてのクラスのパケット統計情報を表示し
ます。

Q から R
70

Q から R
random-detect exponential-weighting-constant

random-detect exponential-weighting-constant
（注）

Cisco IOS Release 15.0(1)S および Cisco IOS Release 15.1(3)T のインターフェイス コンフィギュ
レーション モードでは、random-detectexponential-weighting-constant コマンドは表示されませ
ん。このコマンドは Cisco IOS ソフトウェアで引き続き使用できますが、CLI のインタラクティ
ブ ヘルプでは、コマンド ラインで疑問符を入力して表示しようとしても表示されません。こ
のコマンドは今後のリリースで、インターフェイス コンフィギュレーション モードから完全
に削除されます。つまり、適切な代替コマンド（または一連のコマンド）を使用する必要があ
ります。代わりに使用するコマンドのリストなど、詳細については、『Cisco IOS Quality of
Service Solutions Configuration Guide』の「Legacy QoS Command Deprecation」機能ドキュメント
を参照してください。
キューの平均キュー サイズ計算に、重み付けランダム早期検出（WRED）および分散 WRED
（DWRED）指数加重係数を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モード
で random-detectexponential-weighting-constant を使用します。クラス用に予約されるキューの
平均キュー サイズ計算に指数加重係数を設定するには、ポリシーマップ クラス コンフィギュ
レーション モードで random-detectexponential-weighting-constant コマンドを使用します。値
をデフォルトに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect exponential-weighting-constant exponent
no random-detect exponential-weighting-constant

構文の説明

exponent 平均キュー サイズの計算で使用される 1 ～ 16 の指数。

コマンド デフォルト

デフォルトの指数加重係数は 9 です。

コマンド モード

コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション（インターフェイスで使用される場合）
ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション（ポリシー マップでクラス ポリシーの指定に
使用される場合、またはモジュラ Quality of Service（QoS）コマンドライン インターフェイス
（CLI）（MQC）で使用される場合）
リリース

変更箇所

11.1CC

このコマンドが導入されました。

12.0(5)T

このコマンドは、QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドとして
使用可能になりました。

12.0(5)XE

このコマンドが Cisco IOS Release 12.0(5)XE に統合され、Versatile Interface Processor
（VIP）対応型 Cisco 7500 シリーズ ルータに実装されました。
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リリース

変更箇所

12.1(5)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合され、VIP 対応型 Cisco 7500 シ
リーズ ルータに実装されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2(31)SB このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、Cisco 10000 シリーズ
ルータに実装されました。
12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

15.0(1)S

このコマンドが変更されました。このコマンドがインターフェイス コンフィギュ
レーション モードで非表示になりました。

15.1(3)T

このコマンドが変更されました。このコマンドがインターフェイス コンフィギュ
レーション モードで非表示になりました。

使用上のガイドライン WRED は、輻輳が存在するときにランダムにパケットをドロップすることでトラフィックを遅
くする輻輳回避メカニズムです。DWRED は WRED に類似していますが、Route Switch Processor
（RSP）の代わりに VIP が使用されます。WRED と DWRED は、転送速度を小さくすることに
よってドロップされるパケットに応答する、TCP のようなプロトコルで最も効果的です。
WRED および DWRED サービスの平均キュー サイズ計算に使用される指数を変更するには、
このコマンドを使用します。クラス用に確保されるキューの平均キュー サイズ計算の指数加重
係数を設定する場合にも、このコマンドを使用できます。

（注）

デフォルトの WRED または DWRED パラメータ値は、最適な使用可能データに基づきます。
値を変更することでアプリケーションに利点があると判断した場合を除き、パラメータのデ
フォルト値を変更しないことを推奨します。
DWRED 機能はクラス ポリシーではサポートされません。
DWRED 機能は、RSP 7000 カード搭載 Cisco 7000 シリーズ ルータおよび VIP2-40 以降のイン
ターフェイス プロセッサ搭載 Cisco 7500 シリーズ ルータでのみサポートされます。VIP のポー
ト アダプタの集約ライン レートが DS3 を上回る場合は、VIP2-50 インターフェイス プロセッ
サを強く推奨します。OC-3 レートには VIP2-50 インターフェイス プロセッサが必要です。
DWRED を使用するには、まず分散型シスコ エクスプレス フォワーディング（dCEF）スイッ
チングをインターフェイスで有効にする必要があります。dCEF の詳細については、『Cisco
IOS IP Switching Configuration Guide』および『Cisco IOS IP Switching Command Reference』を参
照してください。

例

次に、重み係数が 10 のインターフェイスで WRED を設定する例を示します。
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interface Hssi0/0/0
description 45Mbps to R1
ip address 10.200.14.250 255.255.255.252
random-detect
random-detect exponential-weighting-constant 10

次に、class1 という名前のクラスに対するポリシーの指定が含まれる、policy1 という
名前のポリシー マップを設定する例を示します。輻輳が発生している間は、テール ド
ロップではなく、WRED パケット ドロップが使用されます。class1 のキューの平均
キュー サイズ計算に使用される加重係数は 12 です。
! The following commands create the class map called class1:
class-map class1
match input-interface FE0/1
! The following commands define policy1 to contain policy specification for class1:
policy-map policy1
class class1
bandwidth 1000
random-detect
random-detect exponential-weighting-constant 12

次に、int10 というトラフィック クラスのポリシーを設定して、指数加重係数を 12 に
設定する例を示します。これは、トラフィック クラス int10 のキューの平均キュー サ
イズ計算に使用される加重係数です。トラフィック クラス int10 では、輻輳回避のた
めにテール ドロップではなく WRED パケットのドロップが使用されます。
policy-map policy12
class int10
bandwidth 2000
random-detect exponential-weighting-constant 12

関連コマンド

Command

Description

bandwidth(policy-mapclass)

ポリシー マップに属するクラスに割り当てる帯域幅を指定また
は変更します。

exponential-weighting-constant WRED パラメータ グループの平均キュー サイズ計算のための
指数加重係数を設定します。
fair-queue(class-default)

デフォルト クラス ポリシーの一部として class-default クラスで
使用するために予約するダイナミック キューの数を指定しま
す。

precedence

VC バンドルまたは PVC バンドルに割り当てることができ、し
たがって、そのバンドルのすべてのメンバーに適用される、VC
クラスまたは PVC クラスの precedence レベルを設定します。

precedence (WREDgroup)

特定の IP Precedence に対して WRED グループを設定します。

random-detectdscp

DSCP 値の最小および最大パケットしきい値を変更します。

random-detect(perVC)

per-VC WRED または per-VC DWRED をイネーブルにします。
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Command

Description

random-detectprecedence

特定の IP Precedence の WRED パラメータと DWRED パラメー
タを設定します。

showpolicy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラス
の設定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべて
のクラスの設定を表示します。

showpolicy-mapinterface

指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対
して設定されている、全クラスの設定を表示するか、または、
インターフェイス上の特定の PVC に対するサービス ポリシー
のクラスを表示します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部のパケットの
コンテンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦略を表示しま
す。

Q から R
random-detect flow

random-detect flow
（注）

Cisco IOS Release 15.1(3)T では、random-detectflow コマンドは表示されません。このコマンド
は Cisco IOS ソフトウェアで引き続き使用できますが、CLI のインタラクティブ ヘルプでは、
コマンド ラインで疑問符を入力して表示しようとしても表示されません。このコマンドは、今
後のリリースで完全に削除されます。詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Configuration Guide』の「Legacy QoS Command Deprecation」機能ドキュメントを参照してくだ
さい。
フローベース重み付けランダム早期検出（WRED）を有効にするには、インターフェイス コン
フィギュレーション モードで random-detectflow コマンドを使用します。フローベース WRED
を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect flow
no random-detect flow

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

フローベース WRED はデフォルトでは無効です。

コマンド モード

コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション
リリース

変更箇所

12.0(3)T

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

15.1(3)T

このコマンドが変更されました。このコマンドが非表示になりました。

使用上のガイドライン random-detectflowaverage-depth-factor および random-detectflowcount コマンドを使用して、
フローベース WRED のパラメータを詳細に設定する前に、このコマンドを使用してフローベー
ス WRED を有効にする必要があります。
フローベース WRED を有効にする前に、WRED を有効にして、設定する必要があります。詳
細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』を参照してくださ
い。
例

次の例では、シリアル インターフェイス 1 でフローベース WRED を有効にします。
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interface Serial1
random-detect
random-detect flow

関連コマンド

Command

Description

random-detectdscp

DSCP 値の最小および最大パケットしきい値を変
更します。

random-detectexponential-weighting-constant キューの平均サイズ計算のための WRED および
DWRED 指数加重係数を設定します。
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random-detectflowaverage-depth-factor

乗数を、フローベース WRED が有効な場合にフ
ローの平均深度係数の決定に使用するために設
定します。

random-detectflowcount

フローベース WRED のフロー カウントを設定し
ます。

random-detectprecedence

特定の IP Precedence の WRED パラメータと
DWRED パラメータを設定します。

showinterfaces

シリアル インターフェイスに固有の統計情報を
表示します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部
のパケットのコンテンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦
略を表示します。
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random-detect flow average-depth-factor
（注）

Cisco IOS Release 15.1(3)T では、random-detectflowaverage-depth-factor コマンドは表示されま
せん。このコマンドは Cisco IOS ソフトウェアで引き続き使用できますが、CLI のインタラク
ティブ ヘルプでは、コマンド ラインで疑問符を入力して表示しようとしても表示されません。
このコマンドは、今後のリリースで完全に削除されます。詳細については、『Cisco IOS Quality
of Service Solutions Configuration Guide』の「Legacy QoS Command Deprecation」機能ドキュメン
トを参照してください。
乗数を、フローベース重み付けランダム早期検出（WRED）の有効時にフローの平均深度係数
の決定のために設定する場合は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
random-detectflowaverage-depth-factor コマンドを使用します。現在のフローの平均深度係数
値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect flow average-depth-factor scaling-factor
no random-detect flow average-depth-factor scaling-factor

構文の説明

scaling-factor スケール係数は 1 から 16 までの番号を使用できます。

コマンド デフォルト

デフォルトの平均深度係数は 4 です。

コマンド モード

コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション
リリース

変更箇所

12.0(3)T

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

15.1(3)T

このコマンドが変更されました。このコマンドが非表示になりました。

使用上のガイドライン 各フローで使用可能なバッファ数のスケーリング、および各アクティブ フローの出力キューで
使用可能なパケット数の決定に、フローベース WRED が使用する必要があるスケール係数を
指定するには、このコマンドを使用します。このスケール係数は、すべてのフローで共通で
す。測定したバッファ数の結果は、フローごとの制限になります。
このコマンドを使用せず、フローベース WRED が有効な場合、平均深度スケール係数のデフォ
ルト値は 4 です。
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フローは適応型ではないと見なされます。つまり、平均フロー深度と指定された乗数（スケー
ル係数）をかけたものが、次のようにフロー深度より小さい場合、リソースを過剰に占有しま
す。
average-flow-depth * (scaling factor) < flow-depth
このコマンドを使用する前に、random-detectflow コマンドを使用して、インターフェイスで
フローベース WRED を有効にする必要があります。フローベース WRED を設定するには、
random-detectflowcount コマンドも使用できます。
例

次の例では、シリアル インターフェイス 1 でフローベース WRED を有効にして、平
均フロー深度のスケール係数を 8 に設定します。
interface Serial1
random-detect
random-detect flow
random-detect flow average-depth-factor 8

関連コマンド

Command

Description

random-detectdscp

DSCP 値の最小および最大パケットしきい値を変
更します。

random-detectexponential-weighting-constant キューの平均サイズ計算のための WRED および
DWRED 指数加重係数を設定します。
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random-detectflow

フローベース WRED をイネーブルにします。

random-detectflowcount

フローベース WRED のフロー カウントを設定し
ます。

random-detectprecedence

特定の IP Precedence の WRED パラメータと
DWRED パラメータを設定します。

showinterfaces

シリアル インターフェイスに固有の統計情報を
表示します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部
のパケットのコンテンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦
略を表示します。

Q から R
random-detect flow count

random-detect flow count
（注）

Cisco IOS Release 15.1(3)T では、random-detectflowcount コマンドは表示されません。このコマ
ンドは Cisco IOS ソフトウェアで引き続き使用できますが、CLI のインタラクティブ ヘルプで
は、コマンド ラインで疑問符を入力して表示しようとしても表示されません。このコマンド
は、今後のリリースで完全に削除されます。詳細については、『Cisco IOS Quality of Service
Solutions Configuration Guide』の「Legacy QoS Command Deprecation」機能ドキュメントを参照
してください。
フローベース重み付けランダム早期検出（WRED）にフロー カウントを設定するには、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで random-detectflowcount コマンドを使用しま
す。現在のフロー カウント値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect flow count number
no random-detect flow count number

構文の説明

number 16 ～ 215（32768）の値を指定します。

コマンド デフォルト

256

コマンド モード

コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション
リリース

変更箇所

12.0(3)T

このコマンドが導入されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

15.1(3)T

このコマンドが変更されました。このコマンドが非表示になりました。

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、random-detectflow コマンドを使用して、インターフェイスで
フローベース WRED を有効にする必要があります。
例

次の例では、シリアル インターフェイス 1 でフローベース WRED を有効にして、フ
ローしきい値定数を 16 に設定します。
interface Serial1
random-detect
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random-detect flow
random-detect flow count 16

関連コマンド

Command

Description

random-detectdscp

DSCP 値の最小および最大パケットしきい値を変
更します。

random-detectexponential-weighting-constant キューの平均サイズ計算のための WRED および
DWRED 指数加重係数を設定します。
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random-detectflow

フローベース WRED をイネーブルにします。

random-detectprecedence

特定の IP Precedence の WRED パラメータと
DWRED パラメータを設定します。

showinterfaces

シリアル インターフェイスに固有の統計情報を
表示します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部
のパケットのコンテンツを表示します。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦
略を表示します。

Q から R
random-detect prec-based

random-detect prec-based
（注）

Cisco IOS Release 12.4(20)T では、random-detectprec-basedコマンド
isreplacedbytherandom-detectprecedence-basedcommand.Seetherandom-detectprecedence-based
コマンド formoreinformation.
重み付けランダム早期検出（WRED）をパケットの precedence 値に基づくようにするには、
random-detectprec-based コマンドをポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードで
使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect prec-based
no random-detect prec-based

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

WRED はデフォルトでディセーブルになっています。

コマンド モード

コマンド履歴

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）
リリース 変更箇所
12.0(28)S このコマンドが導入されました。
12.2(28)SB このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。
12.4(20)T このコマンドは、ポリシー マップ内では random-detectprecedence-based コマンド
に置き換えられました。

使用上のガイドライン random-detectprec-based コマンドでは、WRED はパケットの IP precedence 値に基づきます。
random-detectprecedence コマンドを設定する前に random-detectprec-based コマンドを使用し
ます。
Cisco IOS Release 12.4(20)T 以降では、ポリシー マップを設定する場合、random-detectprecedence
コマンドを使用します。
例

次に、パケットの precedence の値に基づいたランダム検出の例をしまします。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)#
policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 80
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Router(config-pmap-c)# random-detect precedence-based
Router(config-pmap-c)# random-detect precedence 2 500 ms 1000 ms
Router(config-pmap-c)# exit

関連コマンド

コマンド

説明

random-detect

WRED または DWRED をイネーブルにします。

random-detectprecedence 特定の IP precedence に対する WRED パラメータと DWRED パラメー
タを設定します。クラス ポリシーの特定の IP precedence に対する
WRED パラメータを、ポリシーマップで設定します。
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random-detect precedence
（注）

Cisco IOS Release 15.0(1)S および Cisco IOS Release 15.1(3)T のインターフェイス コンフィギュ
レーション モードでは、random-detectprecedence コマンドは表示されません。このコマンド
は、Cisco IOS ソフトウェアで引き続き使用できますが、コマンド ラインで疑問符を入力して
も、CLI インタラクティブ ヘルプに表示されません。このコマンドは今後のリリースで、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードから完全に削除されます。つまり、適切な代替
コマンド（または一連のコマンド）を使用する必要があります。代替コマンドのリストなど、
詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』の「Legacy QoS
Command Deprecation」機能ドキュメントを参照してください。
特定の IP プレシデンスに重み付けランダム早期検出（WRED）および分散 WRED（DWRED）
パラメータを設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで
random-detectprecedence コマンドを使用します。ポリシー マップのクラス ポリシーの特定の
IP プレシデンスに WRED パラメータを設定するには、QoS ポリシーマップ クラス コンフィ
ギュレーション モードで random-detectprecedence コマンドを使用します。precedence のデフォ
ルトに値を戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect precedence {precedence|rsvp} min-threshold max-threshold
mark-probability-denominator
no random-detect precedence

構文の説明

precedence

IP precedence 番号。値の範囲は、0 ～ 7 です。RSP7000 インター
フェイス プロセッサを搭載した Cisco 7000 シリーズ ルータおよ
び VIP2-40 インターフェイス プロセッサ（VIP2-50 インターフェ
イス プロセッサを強く推奨）を搭載した Cisco 7500 シリーズ ルー
タについては、プレシデンス値の範囲が 0 ～ 7 になります。「使
用上のガイドライン」セクションの表 1 を参照してください。

rsvp

リソース予約プロトコル（RSVP）トラフィックを示します。

min-threshold

パケット数での最小しきい値。この引数に指定できる値の範囲
は、1 ～ 512000000 です。平均キューの長さが最小しきい値に達
すると、WRED または DWRED では、指定された IP プレシデン
スで一部のパケットがランダムにドロップされます。

max-threshold

パケット数での最大しきい値。この引数の値の範囲は、
min-threshold 引数の最小値から 512000000 までです。平均キュー
の長さが最大しきい値を超えると、WRED または DWRED では、
指定された IP precedence の値ですべてのパケットがドロップされ
ます。
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mark-probability-denominator 平均キューの深さが最大しきい値の場合にドロップされたパケッ
トの割合の分母。たとえば、分母が 512 の場合、平均キューが最
大しきい値のときに、512 パケットごとに 1 パケットがドロップ
されます。値の範囲は、1 ～ 65536 です。デフォルトは 10 です。
つまり、最大しきい値に達したときに、10 パケットにつき 1 つの
パケットがドロップされます。
コマンド デフォルト

すべてのプレシデンスで、mark-probability-denominator のデフォルト値は 10 で、max-threshold
値は、インターフェイスの出力バッファリング容量と伝送速度で決まります。
デフォルトの min-threshold 値は precedence の値に応じて異なります。IP precedence 0 の
min-threshold の値は、max-threshold の値の半分になります。残りの precedence 値は、max-threshold
の値の半分から max-threshold の値までの間に、等間隔に配置されます。各 IP precedence のデ
フォルトの最小しきい値の一覧については、このコマンドの「使用上のガイドライン」のセク
ションにある表を参照してください。

コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）
QoS ポリシー クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴

リリース

変更箇所

11.1CC

このコマンドが導入されました。

12.2(28)SB

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(28)SB に統合されました。

12.2(33)SRA

このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされま
す。このトレインの特定の12.2SXリリースにおけるサポートは、フィー
チャ セット、プラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェ
アによって異なります。

12.4(20)T

モジュラ Quality of Service（QoS）CLI（MQC）を使用した階層型キュー
イング フレームワーク（HQF）のサポートが追加されました。
（注）
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QoS ポリシーマップ コンフィギュレーション モードでは、
random-detect prec-based コマンドは、このコマンドによっ
て置き換えられます。

15.0(1)S

このコマンドが変更されました。このコマンドがインターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで非表示になりました。

15.1(3)T

このコマンドが変更されました。このコマンドがインターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで非表示になりました。

15.2(2)T

このコマンドが変更されました。最大しきい値と最小しきい値の範囲
が変更されました。
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リリース

変更箇所

Cisco IOS XE Release このコマンドが変更されました。Cisco ASR 903 ルータのサポートが追
3.6S
加されました。
使用上のガイドライン WRED は輻輳回避メカニズムであり、輻輳が存在するときにパケットをランダムにドロップす
ることで、トラフィックを遅くします。DWRED は WRED に似ていますが、Route Switch
Processor（RSP）ではなく、Versatile Interface Processor（VIP）を使用します。
インターフェイスで random-detect コマンドを設定すると、パケットの IP precedence に基づい
て、パケットに対する優先処理が行われます。異なる precedence に対する処理を調節するに
は、random-detectprecedence コマンドを使用します。
WRED または DWRED でドロップするパケットを決定する際にプレシデンスを無視する場合
は、各プレシデンスに同じパラメータでこのコマンドを入力します。最小しきい値および最大
しきい値には、適切な値を設定します。
random-detectprecedence コマンドを使用してクラス ポリシー内の異なる precedence に対する
処理を調節する場合、そのサービス ポリシーを適用するインターフェイスに WRED が設定さ
れていないことを確認する必要があります。

（注）

min-threshold 引数と max-threshold 引数の値の範囲は 1 ～ 512000000 ですが、指定可能な実際
の値は設定するランダム検出のタイプに応じて異なります。たとえば、最大しきい値がキュー
の制限を超えることはできません。
次の表に、各 IP プレシデンスのデフォルト最小しきい値を示します。
表 4 : デフォルト WRED および DWRED 最小しきい値

最小しきい値（最大しきい値
の分数）
IP プレシデンス

WRED

DWRED

0

9/18

8/16

1

10/18

9/16

2

11/18

10/16

3

12/18

11/16

4

13/18

12/16

5

14/18

13/16

6

15/18

14/16

7

16/18

15/16
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最小しきい値（最大しきい値
の分数）
rsvp

（注）

17/18

—

デフォルトの WRED または DWRED パラメータ値は、最適な使用可能データに基づきます。
値を変更することでアプリケーションに利点があると判断した場合を除き、パラメータのデ
フォルト値を変更しないことを推奨します。
DWRED 機能は、RSP 7000 カード搭載 Cisco 7000 シリーズ ルータおよび VIP2-40 以降のイン
ターフェイス プロセッサ搭載 Cisco 7500 シリーズ ルータでのみサポートされます。VIP のポー
ト アダプタの集約ライン レートが DS3 を上回る場合は、VIP2-50 インターフェイス プロセッ
サを強く推奨します。OC-3 レートには VIP2-50 インターフェイス プロセッサが必要です。
DWRED を使用するには、まず分散型シスコ エクスプレス フォワーディング（dCEF）スイッ
チングをインターフェイスで有効にする必要があります。dCEF の詳細については、『Cisco
IOS IP Switching Configuration Guide』および『Cisco IOS IP Switching Command Reference』を参
照してください。

（注）

例

DWRED 機能はクラス ポリシーではサポートされません。

次に、インターフェイスで WRED をイネーブルにし、さまざまな IP precedence にパラ
メータを指定する設定例を示します。
interface Hssi0/0/0
description 45Mbps to R1
ip address 10.200.14.250
random-detect
random-detect precedence
random-detect precedence
random-detect precedence
random-detect precedence
random-detect precedence
random-detect precedence
random-detect precedence
random-detect precedence
random-detect precedence

255.255.255.252
0 32 256 100
1 64 256 100
2 96 256 100
3 120 256 100
4 140 256 100
5 170 256 100
6 290 256 100
7 210 256 100
rsvp 230 256 100

次に、policy10 という名前のポリシー マップ内の acl10 という名前のクラスのポリシー
を設定する例を示します。クラス acl101 には、次のような特性があります。輻輳の発
生時にこのクラスに最低 2000 Kb/s の帯域幅が提供され、平均キュー サイズの計算に
重み係数 10 が使用されます。輻輳回避のために、テール ドロップではなく WRED パ
ケットのドロップが使用されます。レベル 0 ～ 4 の IP precedence はリセットされます。
policy-map policy10
class acl10
bandwidth 2000
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random-detect
random-detect
random-detect
random-detect
random-detect
random-detect
random-detect

関連コマンド

exponential-weighting-constant 10
precedence 0 32 256 100
precedence 1 64 256 100
precedence 2 96 256 100
precedence 3 120 256 100
precedence 4 140 256 100

コマンド

説明

bandwidth(policy-mapclass)

ポリシー マップに属するクラスに割り当てる帯
域幅を指定または変更します。

fair-queue(class-default)

デフォルト クラス ポリシーの一部として
class-default クラスで使用するために予約するダ
イナミック キューの数を指定します。

random-detect(perVC)

VC 単位 WRED または VC 単位 DWRED を有効
にします。

random-detectdscp

DSCP 値の最小および最大パケットしきい値を変
更します。

random-detectexponential-weighting-constant 平均キュー サイズ計算のための WRED および
DWRED 指数加重係数を設定します。
random-detectflowcount

フローベース WRED のフロー カウントを設定し
ます。

showpolicy-mapinterface

指定されたインターフェイスのすべてのサービ
ス ポリシーに対して設定されている、全クラス
の設定を表示するか、または、インターフェイ
ス上の特定の PVC に対するサービス ポリシーの
クラスを表示します。

showqueue

特定のインターフェイスまたは VC のキュー内部
のパケットのコンテンツを表示します。

showqueuing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦
略を表示します。
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random-detect precedence（aggregate）
特定の IP プレシデンス値に集約重み付けランダム早期検出（WRED）パラメータを設定する
には、 ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードで
random-detectprecedence(aggregate) コマンドを使用します。集約 WRED プレシデンス値の設
定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
random-detect precedence sub-class-val1 [sub-class-val2 sub-class-val3 sub-class-val4] min-thresh
max-thresh mark-prob
no random-detect precedence sub-class-val1 [sub-class-val2 sub-class-val3 sub-class-val4]
構文の説明

s ub-class-val 1 sub-class-val 次の WRED プロファイル パラメータ指定に対する IP プレシデン
2 s ub-class-val 3 s
ス値が適用されます。最大 4 つのサブクラス（IP プレシデンス値）
ub-class-val 4
が、コマンド ライン インターフェイス（CLI）エントリごとに指
定できます。値の範囲は、0 ～ 7 です。
min-thresh

サブクラスの最小しきい値（パケット数）。有効な値は 1 ～ 12288
です。

max-thresh

サブクラスの最大しきい値（パケット数）を指定します。有効な
値は、最小しきい値引数から 12288 までの範囲です。

mark-prob

平均キュー深度がサブクラスの最大しきい値に達した場合にドロッ
プされるパケットの割合を示す分母を指定します。有効な値は 1
～ 255 です。

Cisco10000SeriesRouter
s ub-class-val 1
[...[subclass-val8]]

次の WRED プロファイル パラメータ指定に対する IP プレシデン
ス値が適用されます。最大 8 つのサブクラス（IP precedence 値）
を各 CLI エントリに指定できます。値の範囲は、0 ～ 7 です。

minimum-threshmin-thresh キューで使用可能なパケットの最小数を指定します。平均キュー
の長さが最小しきい値に達すると、WRED では、指定された IP プ
レシデンス値で一部のパケットがランダムにドロップされます。
有効な最小しきい値は 1 ～ 16384 です。
maximum-threshmax-thresh キューで使用可能なパケットの最大数。平均キューの長さが最大
しきい値を超えると、WRED は指定された IP プレシデンス値のす
べてのパケットをドロップします。有効な最大しきい値の範囲は
1 ～ 16384 です。
mark-probabilitymark-prob 平均キュー深度が最大しきい値に達した場合にドロップされるパ
ケットの割合を示す分母を指定します。たとえば、分母が 512 の
場合、平均キューが最大しきい値のときに、512 パケットごとに 1
パケットがドロップされます。有効な値は 1 ～ 65535 です。
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コマンド デフォルト
コマンド モード

コマンド履歴

すべての優先レベルについて、デフォルトの mark-prob の値は 10 パケットです。

ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション
リリース

変更箇所

12.0(17)SL このコマンドが Cisco 10000 シリーズ ルータに追加されました。
12.2(18)SXE このコマンドが導入されました。
12.2(31)SB このコマンドが Cisco IOS Release 12.2(31)SB に統合され、PRE3 用の Cisco 10000
シリーズ ルータに実装されました。
使用上のガイドライン ATM インターフェイスの場合、集約 WRED 機能では ATM SPA カードが Cisco 7600 SIP-200
キャリア カードまたは Cisco 7600 SIP-400 キャリア カードにインストールされている必要があ
ります。
ATM インターフェイスに WRED を設定するには、random-detect aggregate コマンドを使用する
必要があります。標準 random-detect コマンドは ATM インターフェイスでサポートされなくな
りました。
ポリシー マップ コンフィギュレーション内で、このコマンドと random-detectaggregate コマ
ンドを使用します。
WRED パラメータを共有する IP precedence 値の各セットに対して、このコマンドを繰り返し
ます。
ポリシー マップが定義された後で、ポリシー マップを VC レベルで割り当てる必要がありま
す。
random-detectprecedence（集約）CLI で定義されたサブクラス（IP プレシデンス）値のセット
は、単一のハードウェア WRED リソースに集約されます。これらのサブクラスの統計情報も、
集約されます。
集約サブクラスの統計情報を表示するには、showpolicy-mapinterface コマンドを使用します。
Cisco 10000 シリーズ ルータ
次の表は、DSCP、IP プレシデンス、および廃棄クラスに基づいた WRED のデフォルト廃棄し
きい値です。廃棄確率は、ルータが 10 パケットあたり 1 パケットをドロップすることを示し
ます。
表 5 : WRED のデフォルト廃棄しきい値

DSCP、プレシデンス、お 最小しきい値（キュー サイ 最大しきい値（キューサイ 廃棄確
よび廃棄クラス値
ズに対する割合）
ズに対する割合）
率
すべての DSCP

1/4

1/2

1/10

0

1/4

1/2

1/10
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DSCP、プレシデンス、お 最小しきい値（キュー サイ 最大しきい値（キューサイ 廃棄確
よび廃棄クラス値
ズに対する割合）
ズに対する割合）
率
1

9/32

1/2

1/10

2

5/16

1/2

1/10

3

11/32

1/2

1/10

4

3/8

1/2

1/10

5

13/32

1/2

1/10

6

7/16

1/2

1/10

7

15/32

1/2

1/10

PRE2 の場合、random-detect コマンドでキューのデフォルト プロファイルを指定します。PRE3
の場合、代わりに aggregate random-detect コマンドを使用して、WRED に集約パラメータを設
定します。PRE3 でも PRE2 の random-detect コマンドを隠し CLI として使用できます。
PRE2 の場合、デフォルト プロファイルのアカウンティングはプレシデンスごとに行います。
PRE3 の場合、デフォルト プロファイルのアカウンティングと設定はクラス マップごとに行い
ます。
PRE2 の場合、明示的なしきい値設定をしないと、DSCP またはプレシデンス値のデフォルト
しきい値は、プレシデンスごとに指定します。PRE3 の場合、デフォルトしきい値には WRED
を設定しません。
PRE2 の場合、デフォルト プロファイル内の各プレシデンスのドロップ カウンタには、特定の
プレシデンス値と一致するドロップ カウンタのみが含まれます。PRE2 にはデフォルト プロ
ファイルのデフォルトしきい値があるため、CBQOSMIB にはデフォルトしきい値が表示され
ます。PRE3 の場合、デフォルト プロファイル内の各プレシデンスのドロップ カウンタには、
デフォルト プロファイルの集約カウンタが含まれており、特定のプレシデンスに対応した個別
のカウンタはありません。デフォルト プロファイルにしきい値を設定していない場合、PRE3
のデフォルト プロファイルでは、CBQOSMIB のデフォルトしきい値は表示されません。
例
Cisco 10000 シリーズ ルータ
次の例は、Cisco 10000 シリーズ ルータで IP プレシデンス ベース WRED を有効にしま
す。この例では Class1 という名前のクラス マップを、IP プレシデンス 3、4、および
5 に基づいてトラフィックを分類するように設定します。IP プレシデンス 3、4、また
は 5 に一致するトラフィックは、Policy1 という名前のポリシー マップの Class1 とい
う名前のクラスに割り当てられます。WRED ベースのパケット ドロップが Class1 に設
定され、最小しきい値は 500、最大しきい値は 1500、および mark-probability-denominator
は 200 が指定された IP プレシデンス 3 で判定されます。QoS ポリシーは、ポイント
ツーポイント ATM サブインターフェイス 1/0/0.1 の PVC 1/32 に適用されます。
Router(config)# class-map Class1

Q から R
90

Q から R
random-detect precedence（aggregate）

Router(config-cmap)# match ip precedence 3 4 5
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map Policy1
Router(config-pmap)# class Class1
Router(config-pmap-c)# bandwidth 1000
Router(config-pmap-c)# random-detect prec-based
Router(config-pmap-c)# random-detect precedence 3 500 1500 200
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface atm 1/0/0
Router(config-if)# atm pxf queuing
Router(config-if)# interface atm 1/0/0.1 point-to-point
Router(config-subif)# pvc 1/32
Router(config-subif-atm-vc)# ubr 10000
Router(config-subif-atm-vc)# service-policy output policy1

関連コマンド

コマンド

説明

class(policy-map)

クラスのポリシーを設定する前に、ポリシーを作成または変更する
クラスの名前、およびデフォルト クラス（一般に class-default クラス
として知られるクラス）を指定します。

interface

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。

policy-map

1 つまたは複数のインターフェイスに付加してサービス ポリシーを
指定するためのポリシー マップを作成します。

random-detectaggregate 集約 WRED をイネーブルにし、オプションで、デフォルト集約クラ
スに対するデフォルト WRED パラメータの値を指定します。このデ
フォルト クラスは、明示的に設定されていないすべてのサブクラス
に使用されます。
service-policy

入力インターフェイスまたは VC、あるいは出力インターフェイスま
たは VC に、そのインターフェイスまたは VC のサービス ポリシー
として使用するポリシー マップを対応付けます。

showpolicy-mapinterface 指定されたインターフェイスのすべてのサービス ポリシーに対して
設定されている、全クラスの設定を表示するか、または、インター
フェイス上の特定の PVC に対するサービス ポリシーのクラスを表示
します。
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random-detect-group
（注）

Cisco IOS Release 15.0(1)S および Cisco IOS Release 15.1(3)T では、random-detect-group コマン
ドは表示されません。このコマンドは Cisco IOS ソフトウェアで引き続き使用できますが、CLI
のインタラクティブ ヘルプでは、コマンド ラインで疑問符を入力して表示しようとしても表
示されません。このコマンドは、今後のリリースで完全に削除されます。詳細については、
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』の「Legacy QoS Command Deprecation」
機能ドキュメントを参照してください。
重み付けランダム早期検出（WRED）または分散 WRED（DWRED）パラメータ グループを定
義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで random-detect-group コマンドを使
用します。WRED または DWRED パラメータ グループを削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。
random-detect-group group-name [{dscp-based|prec-based}]
no random-detect-group group-name [{dscp-based|prec-based}]

構文の説明

group-name WRED または DWRED のパラメータ グループの名前です。
dscp-based （任意）パケットの廃棄確率を計算する場合、WRED で Diffserv コード ポイント
（DSCP）の値を使用するよう、指定します。
prec-based （任意）パケットの廃棄確率を計算する場合、WRED で IP precedence の値を使用
するよう、指定します。

コマンド デフォルト

WRED または DWRED パラメータ グループは存在しません。
dscp-based キーワードまたは prec-based キーワードのいずれも使用しないことを選択した場
合、WRED では、IP プレシデンス値（デフォルト方式）を使用して、パケットの廃棄確率が
計算されます。

コマンド モード

グローバル設定

コマンド履歴

リリース

変更箇所

11.1(22)CC このコマンドが導入されました。
12.1(5)T

このコマンドが Cisco IOS Release 12.1(5)T に統合されました。差別化サービス
（DiffServ）と相対的優先転送（AF）Per Hop Behavior（PHB）をサポートするた
めのキーワード、dscp-based および prec-based が追加されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
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リリース

変更箇所

12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

15.0(1)S

このコマンドが変更されました。このコマンドが非表示になりました。

15.1(3)T

このコマンドが変更されました。このコマンドが非表示になりました。

使用上のガイドライン WRED は輻輳回避メカニズムで、輻輳の発生時にランダムにパケットをドロップすることでト
ラフィックを低下させます。DWRED は WRED に類似していますが、Route Switch Processor
（RSP）の代わりに Versatile Interface Processor（VIP）が使用されます。WRED と DWRED は、
転送速度を下げることによってドロップされるパケットに応答する、TCP のようなプロトコル
をトラフィックが使用する際に最も効果的です。
ルータで、WRED 計算で使用するパラメータが自動的に定義されます。グループのこれらのパ
ラメータを変更する場合は、exponential-weighting-constant コマンドまたは precedence コマン
ドを使用します。
パケットの廃棄確率を計算する 2 つの方式
このコマンドには、dscp-based と prec-based の 2 つのオプションの引数が含まれており、WRED
がパケットの廃棄確率の計算に使用する方式が決定されます。
WRED で使用する方式を決める際には、次の点に注意してください。
• dscp-based キーワードを指定すると、WRED では DSCP 値（IP タイプ オブ サービス（ToS）
バイトの最初の 6 ビット）を使用して廃棄確率が計算されます。
• prec-based キーワードを指定すると、WRED では IP プレシデンス値を使用して、廃棄確
率が計算されます。
• dscp-based および prec-based キーワードは、どちらかを指定します。
• いずれの引数も指定されない場合、WRED では、IP precedence の値を使用して廃棄確率が
計算されます（デフォルト方式）。
例

次の例では、sanjose という名前の WRED パラメータ グループを定義します。
random-detect-group sanjose
precedence 0 32 256 100
precedence 1 64 256 100
precedence 2 96 256 100
precedence 3 128 256 100
precedence 4 160 256 100
precedence 5 192 256 100
precedence 6 224 256 100
precedence 7 256 256 100
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次に、DSCP 値 9 を使用して、WRED をイネーブルにする例を示します。DSCP 値 9
の最小しきい値は 20 で、最大しきい値は 50 です。この設定は、必要に応じて他の仮
想回線（VC）に適用できます。
Router(config)# random-detect-group sanjose dscp-based
Router(cfg-red-grp)# dscp 9 20 50
Router(config-subif-vc)# random-detect attach sanjose

関連コマンド

Command

Description

dscp

DSCP 値の最小および最大パケットしきい値を変更します。

exponential-weighting-constant WRED パラメータ グループの平均キュー サイズ計算のための
指数加重係数を設定します。
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precedence(WREDgroup)

特定の IP Precedence に対して WRED グループを設定します。

random-detect(perVC)

VC 単位 WRED または VC 単位 VIP 分散 WRED を有効にしま
す。

showqueueing

すべてまたは選択した設定済みキューイング戦略を表示しま
す。

showqueueinginterface

インターフェイスまたは VC のキューイングの統計情報を表示
します。
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rate
帯域幅プールのサイズを設定するには、Per-Flow Admission コンフィギュレーション モードで
rate コマンドを使用します。帯域幅プールのサイズ設定を元に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。
rate{kbps|percent percentage}
no rate {kbps|percent percentage}
構文の説明

kbps

帯域幅プールのサイズ（kbps）を設定します。

percent

帯域幅プールのサイズを、出力クラスの帯域幅のパーセンテージとして設定しま
す。

percentage 出力クラス帯域幅のパーセンテージを指定します。
コマンド デフォルト

コマンド モード

コマンド履歴

レートが明示的に指定されない場合、クラス帯域幅プールのすべてで Per-Flow Admission が使
用可能になります。

Per-Flow Admission コンフィギュレーション モード（config-pmap-admit-cac）
リリー
ス

変更箇所

15.4(2)T このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン rate コマンドは、帯域幅プールのサイズを設定します。出力では、クラスに帯域幅保証または
優先順位保証が必要です。Per-Flow Admission レートは、アクティブ フローが存在していると
きに、許可済みフローに影響を与える値には変更できません。
例

次の例に、rate コマンドの使用方法を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test
Device(config-pmap-admit-cac)#flow idle-timeout 50
Device(config-pmap)# class af4
Device(config-pmap-c)# bandwidth 200
Device(config-pmap-c)# admit cac local
Device(config-pmap-admit-cac)# rate percent 80

関連コマンド

コマンド

説明

admit cac
local

クラスに対して Per-Flow Admission を有効化し、Per-Flow Admission コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
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rate-limit
専用アクセス レート（CAR）および分散 CAR（DCAR）ポリシーを設定するには、インター
フェイス コンフィギュレーション モードで rate-limit コマンドを使用します。設定からレート
制限を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
rate-limit {input|[output acl-index | [rate-limit] rate-limit-acl-index |dscpdscp-value qos-group
qos-group-number]}burst-normal burst-max conform-actionconform-action exceed-actionexceed-action
no rate-limit {input|[output acl-index | [rate-limit] rate-limit-acl-index |dscpdscp-value
qos-group qos-group-number]}burst-normal burst-max conform-actionconform-action
exceed-actionexceed-action
構文の説明

input

この入力インターフェイスで受信されたパケットに、この CAR トラフィッ
ク ポリシーを適用します。

output

この出力インターフェイスで送信されたパケットに、この CAR トラフィッ
ク ポリシーを適用します。

bps

平均レート（ビット/秒（bps））です。値は 8 kbps ずつ増やす必要があり
ます。値は 8000 ～ 2000000000 の数字です。

access-group

（任意）指定したアクセス リストに、この CAR トラフィック ポリシーを
適用します。

acl-index

（任意）アクセス リストの番号。値の範囲は 1 ～ 2699 です。

rate-limit

（任意）アクセス リストはレート制限アクセス リストです。

rate-limit-acl-index （任意）レート制限アクセス リストの番号。値の範囲は 0 ～ 99 です。
dscp

（任意）レート制限を、指定した DiffServ コード ポイント（DSCP）に一
致するパケットに適用できます。

dscp-value

（任意）DSCP 番号。値の範囲は 0 ～ 63 です。

qos-group

（任意）レート制限を、指定した QoS グループ番号に一致するパケットに
適用できます。値の範囲は 0 ～ 99 です。

qos-group-number （任意）QoS グループ番号。値の範囲は 0 ～ 99 です。
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burst-normal

バイト単位の通常バースト サイズ。最小値は 2000 で割った bps です。値は
1000 ～ 512000,000 の数字です。

burst-max

バイト単位の超過バースト サイズ。値は 2000 ～ 1024000000 の数字です。
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conform-action
conform-action

指定したレート制限に適合したパケットに対して実行するアクションです。
次のいずれかのキーワードを指定します。
• continue：次の rate-limit コマンドを評価します。
• drop：パケットをドロップします。
• set-dscp-continue：DiffServ コード ポイント（DSCP）（0 ～ 63）を設
定し、次の rate-limit コマンドを評価します。
• set-dscp-transmit：DSCP を送信し、パケットを送信します。
• set-mpls-exp-imposition-continue：インポジション中にマルチプロトコ
ル ラベル スイッチング（MPLS）EXP ビット（0 ～ 7）を設定し、次
の rate-limit コマンドを評価します。
• set-mpls-exp-imposition-transmit：インポジション中に MLPS EXP ビッ
ト（0 ～ 7）を設定し、パケットを送信します。
• set-prec-continue：IP プレシデンス（0 ～ 7）を設定し、次の rate-limit
コマンドを評価します。
• set-prec-transmit：IP プレシデンス（0 ～ 7）を設定し、パケットを送
信します。
• set-qos-continue：Quality of Service（QoS）グループ ID（1 ～ 99）を設
定し、次の rate-limit コマンドを評価します。
• set-qos-transmit：QoS グループ ID（1 ～ 99）を設定し、パケットを送
信します。
• transmit：パケットを送信します。
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exceed-action
exceed-action

指定したレート制限を超過したパケットに対して実行するアクションです。
次のいずれかのキーワードを指定します。
• continue：次の rate-limit コマンドを評価します。
• drop：パケットをドロップします。
• set-dscp-continue：DSCP（0 ～ 63）を設定し、次の rate-limit コマンド
を評価します。
• set-dscp-transmit：DSCP を送信し、パケットを送信します。
• set-mpls-exp-imposition-continue：インポジション中に MPLS EXP ビッ
ト（0 ～ 7）を設定し、次の rate-limit コマンドを評価します。
• set-mpls-exp-imposition-transmit：インポジション中に MLPS EXP ビッ
ト（0 ～ 7）を設定し、パケットを送信します。
• set-prec-continue：IP プレシデンス（0 ～ 7）を設定し、次の rate-limit
コマンドを評価します。
• set-prec-transmit：IP プレシデンス（0 ～ 7）を設定し、パケットを送
信します。
• set-qos-continue：QoS グループ ID（1 ～ 99）を設定し、次の rate-limit
コマンドを評価します。
• set-qos-transmit：QoS グループ ID（1 ～ 99）を設定し、パケットを送
信します。
• transmit：パケットを送信します。

コマンド デフォルト
コマンド モード

CAR および DCAR は無効です。

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース

変更箇所

11.1 CC

このコマンドが導入されました。

12.1(5)T

MPLS EXP フィールドの conform および exceed キーワードが追加されました。

12.2(4)T

このコマンドが Cisco MGX RPM-PR カードを持つ Cisco MGX 8850 スイッチおよ
び MGX 8950 スイッチに実装されました。

12.2(4)T2

このコマンドが Cisco 7500 シリーズ ルータに実装されました。

12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
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リリース

変更箇所

12.2SX

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされます。このト
レインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャ セット、プ
ラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

使用上のガイドライン インターフェイスに CAR ポリシーを設定するには、このコマンドを使用します。複数のポリ
シーを指定するには、ポリシーごとに 1 回ずつこのコマンドを入力します。
CAR と DCAR はインターフェイスまたはサブインターフェイスで設定できます。
CAR を使用したトラフィックのポリシング
CAR にはトラフィックをポリシングするためのレート制限機能があります。CAR を使用して
トラフィックをポリシングする場合、通常および超過バースト パラメータには、次の値を推奨
します。
通常バースト（バイト）= 設定されたレート（1 秒あたりのビット数）X（1 バイト）/（8 ビッ
ト）X 1.5 秒
17,000,000 X（1 バイト）/（8 ビット）X 1.5 秒 = 3,187,500 バイト
超過バースト = 2 X 通常バースト
2 X 3,187,500 = 6,375,000 バイト
パラメータに記載された選択肢を使用すると、CAR が設定されたレートを達成していること
が広範なテスト結果で示されています。バースト値が低すぎると、達成されるレートが設定さ
れたレートよりかなり低くなる場合がよくあります。
CAR を使用したトラフィックのポリシングに関する詳細については、『Cisco IOS Quality of
Service Solutions Configuration Guide』の「Policing and Shaping Overview」の「Policing with CAR」
セクションを参照してください。
例

次の例では、CAR の推奨バースト パラメータを使用します。
Router(config)# interface serial6/1/0

Router(config-if)#
rate-limitinputaccess-group11700000031875006375000conform-actiontransmitexceed-actiondrop
次の例では、レートは問題のあるアプリケーションによって制限されます。
• すべての World Wide Web トラフィックが送信されます。ただし、最初のレート
ポリシーに準拠する Web トラフィックの MPLS EXP フィールドは、5 に設定され
ます。準拠しないトラフィックについては、IP プレシデンスが 0（ベスト エフォー
ト）に設定されます。この例の次のコマンドを確認してください。

rate-limit input rate-limit access-group 101 20000000 24000 32000 conform-action
set-mpls-exp-transmit 5 exceed-action set-mpls-exp-transmit 0
access-list 101 permit tcp any any eq www
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• 2 番目のレート ポリシーに準拠する場合、FTP トラフィックを MPLS EXP フィー
ルド値に 5 を設定して送信します。FTP トラフィックがレート ポリシーを超過す
ると、FTP トラフィックはドロップされます。この例の次のコマンドを確認して
ください。

rate-limit input access-group 102 10000000 24000 32000
conform-action set-mpls-exp-transmit 5 exceed-action drop
access-list 102 permit tcp any any eq ftp

• 残りのすべてのトラフィックは、8 Mbps、通常バースト サイズは 1,500,000 バイ
ト、超過バースト サイズは 3,000,000 バイトに制限されます。準拠するトラフィッ
クは、MPLS EXP フィールドを 5 にして送信します。準拠しないトラフィックは
ドロップされます。この例の次のコマンドを確認してください。

rate-limit input 8000000 1500000 3000000 conform-action set-mpls-exp-transmit 5
exceed-action drop

2 つのアクセス リストは、CAR 機能で区別して処理できるように、Web トラフィック
と FTP トラフィックを分類するために作成されます。
Router(config)# interface Hssi0/0/0
Router(config-if)# description 45Mbps to R2
Router(config-if)# rate-limit input rate-limit access-group 101 20000000 3750000 7500000
conform-action set-mpls-exp-transmit 5 exceed-action set-mpls-exp-transmit 0
Router(config-if)# rate-limit input access-group 102 10000000 1875000 3750000
conform-action set-mpls-exp-transmit 5 exceed-action drop
Router(config-if)# rate-limit input 8000000 1500000 3000000 conform-action
set-mpls-exp-transmit 5 exceed-action drop
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
!
Router(config-if)# access-list 101 permit tcp any any eq www
Router(config-if)# access-list 102 permit tcp any any eq ftp

次の例では、MPLS EXP フィールドを設定し、パケットを送信します。
Router(config)# interface FastEthernet1/1/0
Router(config-if)# rate-limit input 8000 1500 3000 access-group conform-action
set mpls-exp-transmit 5 exceed-action set-mpls-exp-transmit 5

次の例では、DSCP が 1 のパケットすべてにレート制限を適用します。
Router(config)# interface serial6/1/0
Router(config-if)# rate-limit output dscp 1 8000 1500 3000 conform-action transmit
exceed-action drop

関連コマンド

Command

Description

access-listrate-limit

CAR ポリシーで使用する場合のアクセス リストを設定します。

showaccess-listsrate-limit レート制限アクセス リストに関する情報を表示します。
showinterfacesrate-limit 指定したインターフェイスの CAR に関する情報を表示します。
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rcv-queue bandwidth
インターフェイス コンフィギュレーション コマンド モードでスケジューリング重みを使用し
て、入力（受信）WRR キューの帯域幅を定義するには、rcv-queuebandwidth コマンドを使用
します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
rcv-queue bandwidth weight-1 ... weight-n
no rcv-queue bandwidth
構文の説明

weight-1
...weight-n

コマンド デフォルト

デフォルトの設定は次のとおりです。

WRR 重みを指定します。有効値は 0 ～ 255 です。

• QoS が有効な場合 - 4：255
• QoS が無効な場合 - 255：1
コマンド モード

コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション
リリース

変更箇所

12.2(17a)SX このコマンドが Supervisor Engine 720 に導入されました。
12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2(50)SY このコマンドがサポートされるようになりました。
使用上のガイドライン

（注）

Cisco IOS Release 12.2(50)SY 以降では、platform qos queueing-only コマンドまたは auto qos
default コマンドが設定されている場合のみ、このコマンドを有効にできます。
このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートさ
れません。
このコマンドは、2q8t および 8q8t ポートだけでサポートされます。
設定できるキューの重みは最大で 7 つです。

例

次に、3 対 1 の帯域幅比率を割り当てる例を示します。
Router(config-if)# rcv-queue bandwidth 3 1
Router(config-if)#
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関連コマンド

コマンド

説明

rcv-queuequeue-limit 完全プライオリティ キューと標準受信キューの間のサイズ比を設定し
ます。
showqueueinginterface キューイング情報を表示します。
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rcv-queue cos-map
サービス クラス（CoS）値を標準受信キュー廃棄しきい値にマッピングするには、インター
フェイス コンフィギュレーション モードで rcv-queuecos-map コマンドを使用します。マッピ
ングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
rcv-queue cos-map queue-id threshold-id cos-1 cos-n
no rcv-queue cos-map queue-id threshold-id
構文の説明

queue-id

キュー ID。有効値は 1 です。

threshold-id しきい値 ID。有効値は 1 ～ 4 です。
cos-1
...cos-n
コマンド デフォルト

CoS 値。有効値は、0 ～ 7 です。

デフォルト値を次の表に示します。
表 6 : デフォルトの CoS に対する標準受信キューマップ

キュー

しきい値

cos-map

キュー しきい
値

cos-map

QoS がディセーブルの QoS がイネーブルの場
場合
合

コマンド モード

コマンド履歴

1

1

0、1、2、3、4、5、 1
6、7

1

0、1

1

2

1

2

2、3

1

3

1

3

4

1

4

1

4

6、7

2

1

2

1

5

5

インターフェイス コンフィギュレーション
リリース

変更箇所

12.2(14)SX

このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB このコマンドが、Supervisor Engine 2 に実装され、Cisco IOS Release 12.2(17d)SXB
に統合されました。
12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
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リリース

変更箇所

12.2(50)SY

このコマンドがサポートされるようになりました。

使用上のガイドライン

（注）

Cisco IOS Release 12.2(50)SY 以降では、platform qos queueing-only コマンドまたは auto qos
default コマンドが設定されている場合のみ、このコマンドを有効にできます。
cos-n 値は、モジュールおよびポート タイプによって定義されます。cos-n 値を入力する場合
は、大きい値ほど高いプライオリティを示すことに注意してください。
このコマンドは、信頼されたポート上だけで使用してください。

例

次に、標準受信キューのしきい値 1 に CoS 値 0 および 1 をマッピングする例を示しま
す。
Router (config-if)# rcv-queue cos-map 1 1 0 1
cos-map configured on: Gi1/1 Gi1/2

関連コマンド

コマンド

説明

showqueueinginterface キューイング情報を表示します。
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rcv-queue queue-limit
絶対優先受信キューおよび標準受信キュー間のサイズ比を設定するには、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで rcv-queuequeue-limit コマンドを使用します。デフォルト設定
に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
rcv-queue queue-limit q-limit-1 q-limit-2
no rcv-queue queue-limit
構文の説明

q-limit-1 標準キューの重み。有効値は 1 ～ 100% です。
q-limit-2 絶対優先キューの重み。有効値については、「使用上のガイドライン」セクションを
参照してください。

コマンド デフォルト

デフォルトの設定は次のとおりです。
• 80%（ロー プライオリティ）
• 20%（絶対優先）

コマンド モード

コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション
リリース

変更箇所

12.2(14)SX

このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB このコマンドが、Supervisor Engine 2 に実装され、Cisco IOS Release 12.2(17d)SXB
に統合されました。
12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2(50)SY

このコマンドがサポートされるようになりました。

使用上のガイドライン

（注）

Cisco IOS Release 12.2(50)SY 以降では、platform qos queueing-only コマンドまたは auto qos
default コマンドが設定されている場合のみ、このコマンドを有効にできます。
1p1q8t 入力 LAN ポートを除き、有効な絶対優先の重み値は 1 ～ 100% です。1p1q8t 入力 LAN
ポートでは、絶対優先キューの有効値は 3 ～ 100% です。
rcv-queuequeue-limit コマンドでは、ASIC ごとにポートを設定します。
ネットワークにおける完全優先トラフィックと標準トラフィックの配分（標準トラフィック
80%、完全優先トラフィック 20% など）を推定し、推定値をキューの重みに使用します。
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例

次に、ギガビット イーサネット インターフェイス 1/2 に受信キュー サイズ比を設定す
る例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 1/2
Router(config-if)# rcv-queue queue-limit 75 15
Router(config-if)# end

関連コマンド

コマンド

説明

showqueueuinginterface キューイング情報を表示します。
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rcv-queue random-detect
特定の受信キューに最小しきい値と最大しきい値を指定するには、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで rcv-queuerandom-detect コマンドを使用します。デフォルト設定に
戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
rcv-queue random-detect {max-threshold|min-threshold} queue-id threshold-percent-1
threshold-percent-n
no rcv-queue random-detect {max-threshold|min-threshold} queue-id
構文の説明

max-threshold

最大しきい値を指定します。

min-threshold

最小しきい値を指定します。

queue-id

キュー ID。有効値は 1 です。

threshold-percent-1 threshold-percent-n しきい値の重み。有効値は 1 ～ 100% です。
コマンド デフォルト

デフォルトの設定は次のとおりです。
• min-threshold：80%
• max-threshold：20%

コマンド モード

コマンド履歴

インターフェイス コンフィギュレーション
リリース

変更箇所

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
12.2(17d)SXB このコマンドが、Supervisor Engine 2 に実装され、Cisco IOS Release 12.2(17d)SXB
に統合されました。
12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2(50)SY

このコマンドがサポートされるようになりました。

使用上のガイドライン

（注）

Cisco IOS Release 12.2(50)SY 以降では、platform qos queueing-only コマンドまたは auto qos
default コマンドが設定されている場合のみ、このコマンドを有効にできます。
このコマンドは、1p1q8t および 8q8t ポートだけでサポートされます。
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1p1q8t インターフェイスは、1 つの完全プライオリティ キューと、8 つのしきい値がある 1 つ
の標準キューを意味します。8q8t インターフェイスは、8 つのしきい値がある 8 つの標準キュー
を意味します。完全プライオリティ キューのしきい値は設定できません。
しきい値には、それぞれ低および高しきい値があります。しきい値は受信キュー容量のパーセ
ントです。
受信キューしきい値の設定の詳細については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software
Configuration Guide』の「QoS」章を参照してください。
例

次に、低プライオリティ受信キューのしきい値を設定する例を示します。
Router (config-if)# rcv-queue random-detect max-threshold 1 60 100

関連コマンド

コマンド

説明

showqueueinginterface キューイング情報を表示します。
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rcv-queue threshold
1p1q4t および 1p1q0t インターフェイスの標準受信キューに廃棄しきい値パーセンテージを設
定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで rcv-queuethreshold コマン
ドを使用します。しきい値をデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用しま
す。
rcv-queue threshold queue-id threshold-percent-1 threshold-percent-n
no rcv-queue threshold
構文の説明

queue-id

キュー ID。有効値は 1 です。

threshold- percent-1 ...threshold- percent-n しきい値 ID。有効値は 1 ～ 100% です。
コマンド デフォルト

1p1q4t および 1p1q0t のデフォルト設定は、次のとおりです。
• Quality of service（QoS）では、サービス クラス（CoS）が 5 のすべてのトラフィックが絶
対優先キューに割り当てられます。
• QoS はその他のすべてのトラフィックを標準キューに割り当てます。
1q4t のデフォルト設定では、QoS はすべてのトラフィックを標準キューに割り当てます。
QoS がイネーブルの場合は、次のデフォルトのしきい値が適用されます。
• 1p1q4t インターフェイスの廃棄しきい値のデフォルト設定は、次のとおりです。
• CoS が 0、1、2、3、4、6、または 7 のフレームは、標準受信キューに入ります。
• 標準受信キュー廃棄しきい値が 1 の場合、受信キュー バッファが 50% 以上満たされ
ると、Cisco 7600 シリーズ ルータは CoS 0 または 1 の着信フレームを廃棄します。
• 標準受信キュー廃棄しきい値が 2 の場合、受信キュー バッファが 60% 以上満たされ
ると、Cisco 7600 シリーズ ルータは CoS 2 または 3 の着信フレームを廃棄します。
• 標準受信キュー廃棄しきい値が 3 の場合、受信キュー バッファが 80% 以上満たされ
ると、Cisco 7600 シリーズ ルータは CoS 4 の着信フレームを廃棄します。
• 標準受信キュー廃棄しきい値が 4 の場合、受信キュー バッファが 100% 満たされる
と、Cisco 7600 シリーズ ルータは CoS 6 または 7 の着信フレームを廃棄します。
• CoS 5 のフレームは、絶対優先受信キュー（キュー 2）に送られます。絶対優先受信
キュー バッファが 100% 満たされた場合のみ、Cisco 7600 シリーズ ルータは着信フ
レームを廃棄します。
• 1p1q0t インターフェイスの廃棄しきい値のデフォルト設定は、次のとおりです。
• CoS が 0、1、2、3、4、6、または 7 のフレームは、標準受信キューに入ります。受信
キュー バッファが 100% 満たされると、Cisco 7600 シリーズ ルータは着信フレームを
廃棄します。
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• CoS 5 のフレームは、絶対優先受信キュー（キュー 2）に送られます。絶対優先受信
キュー バッファが 100% 満たされた場合のみ、Cisco 7600 シリーズ ルータは着信フ
レームを廃棄します。

（注）

コマンド モード

100% のしきい値は、実際は、ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）トラフィックを
処理できるように、モジュールによって 98% に変更されます。BPDU しきい値は、出荷時に
100% に設定されています。

インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリース

変更箇所

12.2(14)SX

このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB このコマンドが、Supervisor Engine 2 に実装され、Cisco IOS Release 12.2(17d)SXB
に統合されました。
12.2(33)SRA このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2(50)SY

このコマンドがサポートされるようになりました。

使用上のガイドライン

（注）

Cisco IOS Release 12.2(50)SY 以降では、platform qos queueing-only コマンドまたは auto qos
default コマンドが設定されている場合のみ、このコマンドを有効にできます。
queue-id 値は、常に 1 です。
10 という値は、バッファが 10% 満たされている場合のしきい値を意味します。
しきい値 4 は常に 100% に設定してください。
受信しきい値が有効なのは、信頼状態が trust cos のポート上だけです。
1q4t の受信キュー テールドロップしきい値パーセンテージを設定するには、wrr-queuethreshold
コマンドを使用します。

例

次に、ギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 に受信キュー廃棄しきい値を設
定する例を示します。
Router(config-if)# rcv-queue threshold 1 60 75 85 100
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関連コマンド

コマンド

説明

showqueueinginterface キューイング情報を表示します。
wrr-queuethreshold

1q4t および 2q2t インターフェイス上の標準受信キューおよび標準送信
キューの廃棄しきい値パーセントを設定します。
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recoverable-loss
Enhanced Compressed Real-Time Transport Protocol（ECRTP）を有効にするには、IPHC-profile コ
ンフィギュレーション モードで recoverable-loss コマンドを使用します。ECRTP を無効にする
には、このコマンドの no 形式を使用します。
recoverable-loss {dynamicpacket-drops}
no recoverable-loss
構文の説明

dynamic

動的回復可能損失の計算が使用されることを示します。

packet-drops 連続するパケット破棄の最大数です。範囲は 1 ～ 8 です。
コマンド デフォルト
コマンド モード

ECRTP は無効です。

IPHC プロファイル コンフィギュレーション（config-iphcp）

コマンド履歴

リリー
ス

変更箇所

12.4(9)T このコマンドが導入されました。
12.4(11)T フレーム リレー カプセル化のサポートが追加されました。
使用上のガイドライン recoverable-loss コマンドは、ECRTP 機能に含まれます。
ECRPT の機能
ECRTP は、コンプレッサがデコンプレッサのコンテキスト情報を更新する方法を管理するこ
とで、破損を減らします。コンプレッサは、更新されたコンテキスト情報を定期的に送信し
て、コンプレッサとデコンプレッサ間の同期を維持します。更新を繰り返すと、パケット損失
によるコンテキスト破損の確率が最小化されます。
コンプレッサとデコンプレッサ間でコンテキスト情報を動的に（dynamicキーワードを指定）、
または一定数のパケットがドロップされたときに（packet-drops 引数を使用）同期できます。
パケット ドロップ数はホスト間のリンクの品質を示します。パケット ドロップ数が少ないほ
ど、ホスト間のリンクの品質は高くなります。
パケット ドロップ値は、各コンテキストで個別に保持されるため、すべてのコンテキストで同
じである必要はありません。

（注）

packet-drops 引数でパケット ドロップ数を指定する場合、recoverable-loss コマンドによって
ECRTP が自動的に有効になります。
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IPHC プロファイルでの使用目的
recoverable-loss は IP ヘッダー圧縮（IPHC）プロファイル内で使用するコマンドです。IPHC
プロファイルは、ネットワーク上でヘッダー圧縮を有効にして設定するために使用されます。
IPHC プロファイルを使用してヘッダー圧縮を設定する詳細については、『Cisco IOS Quality of
Service Solutions Configuration Guide』、リリース 12.4T の「Header Compression」モジュールお
よび「Configuring Header Compression Using IPHC Profiles」モジュールを参照してください。
例

次に、profile2 という名前の IPHC プロファイルを設定する例を示します。この例で
は、ECRTP を連続パケット ドロップ数の最大値に 5 を指定して有効にします。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# iphc-profile profile2 ietf
Router(config-iphcp)# recoverable-loss 5
Router(config-iphcp)# end

関連コマンド

コマンド

説明

iphc-profile IPHCプロファイルを作成します。
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redirect interface
特定クラス内のパケットを、指定したインターフェイスにリダイレクトするようにトラフィッ
ク クラスを設定するには、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードで redirect
interface コマンドを使用します。パケットがリダイレクトされないようにするには、このコマ
ンドの no 形式を使用します。
redirect interface interface type number
no redirect interface interface type number
構文の説明

interface type
number

コマンド デフォルト

このコマンドを指定しない場合、パケットはインターフェイスにリダイレクトされません。

コマンド モード

パケットをリダイレクトする先のインターフェイスのタイプと番号です。

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c）

コマンド履歴

リリース

変更箇所

12.2(18)ZYA1 このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン パケットを定義済みインターフェイスにリダイレクトするには、このコマンドを使用します。
drop コマンドや copy interface コマンドではなく、log コマンドを使用して redirect interface コマ
ンドを設定することもできます。スタック クラスのサービス ポリシーを使用して、このコマ
ンドを構成することはできません。パケットは、次のインターフェイスにのみにリダイレクト
できます。
• Ethernet
• ファスト イーサネット
• ギガビット イーサネット
• Ten Gigabit Ethernet
例

次の例では、cmtest というトラフィック クラスを作成し、pmtest というポリシー マッ
プで使用できるように設定しています。ポリシー マップ（サービス ポリシー）は、
FastEthernet インターフェイス 4/15 に適用されます。cmtest 内のすべてのパケットは、
FastEthernet インターフェイス 4/18 にリダイレクトされます。
Router(config)# policy-map type access-control pmtest
Router(config-pmap)# class cmtest
Router(config-pmap-c)# redirect interface FastEthernet 4/18
Router(config-pmap-c)# log
Router(config-pmap-c)# exit

Q から R
114

Q から R
redirect interface

Router(config)# interface FastEthernet 4/18
Router(config-if)# service-policy input pmtest

関連コマンド

コマンド

説明

log

ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードまたはクラス
マップ コンフィギュレーション モードでログ メッセージを生成しま
す。

showclass-map

すべてのクラス マップおよびその一致基準を表示します。

showpolicy-map

指定されたサービス ポリシー マップに対するすべてのクラスの設
定、または、すべての既存ポリシー マップに対するすべてのクラス
の設定を表示します。

showpolicy-mapinterface 指定したインターフェイスまたはサブインターフェイス上か、イン
ターフェイス上の特定の PVC に対し、すべてのサービス ポリシーに
対して設定されているすべてのクラスのパケット統計情報を表示し
ます。
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refresh max-period
フルヘッダー リフレッシュが発生する間に送信するパケット数を設定するには、IPHC-profile
コンフィギュレーション モードで refreshmax-period コマンドを使用します。パケットのデフォ
ルト数を使用するには、このコマンドの no 形式を使用します。
refresh max-period {number-of-packets|infinite}
no refresh max-period
構文の説明

number-of-packets フルヘッダー リフレッシュが発生する間に送信するパケット数。範囲は 0
～ 65535 です。デフォルトは 256 です。
infinite

コマンド デフォルト
コマンド モード

フルヘッダー リフレッシュが発生する間に送信するパケット数は無制限で
す。

フルヘッダー リフレッシュが発生する間に送信するパケット数は 256 です。

IPHC プロファイル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリー
ス

変更箇所

12.4(9)T このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン フルヘッダー リフレッシュが発生する間に送信する非 TCP パケット数を設定するには、
refreshmax-period コマンドを使用します。refreshmax-period コマンドで、フルヘッダー リフ
レッシュが発生する間に送信するパケット数を無制限に指定することもできます。送信された
パケット数を無制限にするには、infinite キーワードを使用します。
前提条件
refreshmax-period コマンドを使用する前に、non-tcp コマンドを使用して、非 TCP ヘッダー圧
縮を有効にする必要があります。
IPHC プロファイルでの使用目的
refreshmax-period コマンドは、IPHC プロファイルの一部として使用することを目的としてい
ます。IPHC プロファイルは、ネットワークでのヘッダー圧縮を有効および設定するために使
用されます。IPHC プロファイルを使用してヘッダー圧縮を設定する詳細については、『Cisco
IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』、リリース 12.4T の「Header Compression」
モジュールおよび「Configuring Header Compression Using IPHC Profiles」モジュールを参照して
ください。
例

profile2 という IPHC プロファイルの例を、次に示します。この例では、フルヘッダー
リフレッシュの発生までに送信するパケット数は 700 パケットです。
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Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# iphc-profile profile2 ietf
Router(config-iphcp)# non-tcp
Router(config-iphcp)# refresh max-period 700
Router(config-iphcp)# end

関連コマンド

コマンド

説明

iphc-profile IPHC プロファイルを作成します。
non-tcp

IPHC プロファイルの非 TCP ヘッダー圧縮を有効にします。
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refresh max-time
フルヘッダー リフレッシュ発生までの待機時間を設定するには、IPHC-profile コンフィギュ
レーション モードで refreshmax-time コマンドを使用します。デフォルト時間を使用するに
は、このコマンドの no 形式を使用します。
refresh max-time {秒|infinite}
no refresh max-time
構文の説明

秒

フルヘッダー リフレッシュ発生までの待機時間（秒）。範囲は 0 ～ 65535 です。デ
フォルトは 5 です。

infinite フルヘッダー リフレッシュ間の時間が無制限です。
コマンド デフォルト
コマンド モード

フルヘッダー リフレッシュ発生までの待機時間は 5 秒に設定されます。

IPHC プロファイル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリー
ス

変更箇所

12.4(9)T このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン フルヘッダー リフレッシュ発生までの最大待機時間を設定するには、refreshmax-time コマン
ドを使用します。refreshmax-time コマンドでは、フルヘッダー リフレッシュ発生までの待機
時間を無制限に指定することもできます。フルヘッダー リフレッシュ発生までの待機時間を無
制限に指定するには、 infinite キーワードを使用します。
前提条件
refreshmax-time コマンドを使用する前に、non-tcp コマンドを使用して、非 TCP ヘッダー圧縮
を有効にする必要があります。
IPHC プロファイルでの使用目的
refreshmax-time コマンドは、IPHC プロファイルの一部として使用することを目的としていま
す。IPHC プロファイルは、ネットワークでのヘッダー圧縮を有効および設定するために使用
されます。IPHC プロファイルを使用してヘッダー圧縮を設定する詳細については、『Cisco
IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』、リリース 12.4T の「Header Compression」
モジュールおよび「Configuring Header Compression Using IPHC Profiles」モジュールを参照して
ください。
例

profile2 という IPHC プロファイルの例を、次に示します。この例では、フルヘッダー
リフレッシュ発生までの最大待機時間を 500 秒にします。
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Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# iphc-profile profile2 ietf
Router(config-iphcp)# non-tcp
Router(config-iphcp)# refresh max-time 500
Router(config-iphcp)# end

関連コマンド

コマンド

説明

iphc-profile IPHC プロファイルを作成します。
non-tcp

IPHC プロファイルの非 TCP ヘッダー圧縮を有効にします。
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refresh rtp
Real-time Transport Protocol（RTP）ヘッダー圧縮でコンテキスト リフレッシュの発生を有効に
するには、IPHC-profile コンフィギュレーション モードで refreshrtp コマンドを使用します。
RTP ヘッダー圧縮でのコンテキスト リフレッシュの発生を無効にするには、このコマンドの
no 形式を使用します。
refresh rtp
no refresh rtp
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

RTP ヘッダー圧縮でのコンテキスト リフレッシュの発生は無効です。

コマンド モード

IPHC プロファイル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリー
ス

変更箇所

12.4(9)T このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン RTP ヘッダー圧縮でコンテキスト リフレッシュの発生を有効にするには、refreshrtp コマンド
を使用します。コンテキストとは、コンプレッサがヘッダーの圧縮に使用し、デコンプレッサ
がヘッダーの圧縮解除に使用する状態です。コンテキストは、送信された最終ヘッダーの非圧
縮バージョンであり、パケットの圧縮と圧縮解除に使用する情報が含まれます。
前提条件
refreshrtp コマンドを使用する前に、rtp コマンドを使用して、RTP ヘッダー圧縮を有効にす
る必要があります。
IPHC プロファイルでの使用目的
refreshrtp は IP ヘッダー圧縮（IPHC）プロファイル内で使用するコマンドです。IPHC プロ
ファイルは、ネットワークでのヘッダー圧縮を有効および設定するために使用されます。IPHC
プロファイルを使用してヘッダー圧縮を設定する詳細については、『Cisco IOS Quality of Service
Solutions Configuration Guide』、リリース 12.4T の「Header Compression」モジュールおよび
「Configuring Header Compression Using IPHC Profiles」モジュールを参照してください。
例

profile2 という IPHC プロファイルの例を、次に示します。この例では、RTP ヘッダー
圧縮でコンテキスト リフレッシュの発生を有効にするために、refreshrtp コマンドを
使用します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# iphc-profile profile2 ietf
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Router(config-iphcp)# rtp
Router(config-iphcp)# refresh rtp
Router(config-iphcp)# end

関連コマンド

コマンド

説明

iphc-profile IPHC プロファイルを作成します。
rtp

IPHC プロファイル内の RTP ヘッダー圧縮を有効にします。
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rtp
IP ヘッダー圧縮（IPHC）プロファイル内で Real-time Transport Protocol（RTP）ヘッダー圧縮を
有効にするには、IPHC-profile コンフィギュレーション モードで rtp コマンドを使用します。
IPHC プロファイル内で RTP ヘッダー圧縮を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用
します。
rtp
no rtp
構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

RTP ヘッダー圧縮は有効です。

コマンド モード

IPHC プロファイル コンフィギュレーション

コマンド履歴

リリー
ス

変更箇所

12.4(9)T このコマンドが導入されました。
使用上のガイドライン rtp コマンドでは、RTP ヘッダー圧縮が有効になり、非 TCP ヘッダー圧縮が自動的に有効にな
ります（non-tcp コマンドを使用した場合と同様）。
IPHC プロファイルでの使用目的
rtp は IP ヘッダー圧縮（IPHC）プロファイル内で使用するコマンドです。IPHC プロファイル
は、ネットワーク上でヘッダー圧縮を有効にして設定するために使用されます。IPHC プロファ
イルを使用したヘッダー圧縮の設定の詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Configuration Guide』、Release 12.4T の「Header Compression」モジュールと「Configuring Header
Compression Using IPHC Profiles」モジュールを参照してください。
例

次に、profile2 という名前の IPHC プロファイルを設定する例を示します。この例で
は、RTP ヘッダー圧縮が設定されます。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# iphc-profile profile2 ietf
Router(config-iphcp)# rtp
Router(config-iphcp)# end

関連コマンド

コマンド

説明

iphc-profile IPHC プロファイルを作成します。
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コマンド

説明

non-tcp

IPHC プロファイルの非 TCP ヘッダー圧縮を有効にします。
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