
輻輳管理の概要

輻輳管理機能で、パケットがインターフェイスに送信される順番を、これらのパケットに割り

当てられた優先順位を基に決定することで輻輳をコントロールできます。輻輳管理は、キュー

を作成し、そのキューにパケットの分類に基づいてパケットを割り当て、キューにあるパケッ

トの送信をスケジューリングする必要があります。輻輳管理QoS機能で、4種類のキューイン
グプロトコルが実現します。プロトコルのそれぞれで、異なる番号のキューの作成を指定し、

トラフィックの差別の度合いを大きくまたは小さくでき、トラフィックが送信される順番を指

定できます。

軽トラフィックの処理中、つまり輻輳が存在しないときは、パケットは、到着するとすぐにイ

ンターフェイスに送信されます。発信インターフェイスでの送信輻輳中、パケットは、イン

ターフェイスが送信可能な速度より速く到達します。輻輳管理機能を使用すると、インター

フェイスに蓄積しているパケットが、インターフェイスでパケットを送信できるようになるま

でキューイングされます。その後、パケットに割り当てられた優先順位と、インターフェイス

に設定されたキューイングメカニズムに従って送信がスケジューリングされます。ルータで、

どのパケットをどのキューに配置するかや、キューをそれぞれどのように処理するかをコント

ロールすることで、パケット送信の順番が決定されます。

このモジュールでは、輻輳制御の QoS機能を構成するキューイングのタイプとキューイング
関連の機能（帯域幅管理など）について説明します。

•重み付け均等化キューイング（WFQ）。このモジュールでは、フローベースのWFQとも
呼びます。

WFQで、帯域幅をトラフィックの重み付けに基づいたキューで分割する、ダイナミックな均
等化キューイングを行えます（WFQは、すべてのトラフィックが、その重み付けを考慮して
均等に処理されるようにします）。WFQの仕組みについて理解するためには、一連のファイ
ル転送プロトコル（FTP）パケットに対するキューを、集合体に対するキューとして考え、個
別のインタラクティブトラフィックパケットに対するキューを、個別のキューとして考えま

す。キューの重み付けを行い、WFQは、集合体として送信されたすべての FTPパケットに対
し、個別のインタラクティブトラフィックパケットが同じ数だけ送信されるようにします。

この処理が行われると、WFQで、インタラクティブ、トランザクションベースのアプリケー
ションなどの、パフォーマンスの低下が許されない重要なアプリケーションに対する十分な応

答時間が確保されます。E1（2.048Mbps）以下のシリアルインターフェイスでは、フローベー
スのWFQがデフォルトで使用されます。
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•クラスベースWFQ（CBWFQ）

CBWFQは、標準の重み付け均等化キューイング（WFQ）機能を拡張して、ユーザ定義のトラ
フィッククラスをサポートします。CBWFQでは、プロトコル、アクセスコントロールリス
ト（ACL）、および入力インターフェイスなどの一致基準を基にトラフィッククラスを定義し
ます。クラスの一致基準を満たすパケットは、そのクラスのトラフィックの一部となります。

•プライオリティキューイング（PQ）。PQを使用すると、1つのプライオリティクラスの
トラフィックに属するパケットが、これより低い優先順位のすべてのトラフィックより先

に送信され、これらのパケットが時間通りに送信されるようにします。

キューイングメカニズムの種類を 1つだけ、インターフェイスに割り当てられます。（注）

各種キューイングメカニズムは、マルチシャーシマルチリンク PPP（MMP）などのマルチリ
ンクを使用して設定できます。ただし、PPPのみがトンネルされたインターフェイスに使用さ
れている場合、たとえば仮想プライベートダイヤルアップネットワーク（VPDN）、PPP over
Ethernet（PPPoE）などの場合は、仮想インターフェイスでキューイングは設定されません。

（注）

•帯域幅管理

CBWFQおよび LLQ（および他の QoS機能）はすべて、帯域幅を予約し、インターフェイス
の最大予約帯域幅まで使用できます。必要に応じて帯域幅の割り当てや微調整に特定のコマン

ドを使用できます。詳細については、帯域幅管理（16ページ）を参照してください。

•機能情報の確認（2ページ）
•輻輳管理を使用する理由（3ページ）
•使用するキューイングポリシーの決定（4ページ）
•重み付け均等化キューイング（5ページ）
•クラスベース重み付け均等化キューイング（CBWFQ）（8ページ）
•低遅延キューイング（11ページ）
•プライオリティキューイング（13ページ）
•帯域幅管理（16ページ）

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」および
ご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してくださ

い。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリース

の一覧については、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

輻輳管理を使用する理由
異種ネットワークには、アプリケーションが使用する多くの異なるプロトコルが含まれてお

り、これにより、ファイル転送などの時間依存が比較的少ないアプリケーションのニーズに対

処しながら、タイムクリティカルなアプリケーションに応えるためにトラフィックの優先順位

を付ける必要がでてきています。ネットワーク経由のデータパスを共有する、異なる種類のト

ラフィックが、アプリケーションのパフォーマンスに影響を与える方法で互いに通信する可能

性があります。ネットワークが、1つのデータパスをルータ間で共有する異なる種類のトラ
フィックをサポートするよう設計されている場合は、輻輳管理技術を使用して、さまざまな種

類のトラフィック全体の処理の公平性を確保することを考慮しなければなりません。

輻輳管理 QoSを設定するかどうかを決定する際に考慮すべき幅広い要因の一部には次のよう
なものがあります。

•トラフィックの優先順位付けは、遅延に影響されやすい、双方向性のトランザクション
ベースアプリケーション（たとえば、デスクトップビデオ会議など）で特に重要であり、

これらはファイル転送アプリケーションよりも高い優先順位が必要になります。ただし、

WFQを使用すると、すべてのトラフィックが、均等に、重み付けされ、ダイナミックな
方法で扱われます。たとえば、WFQはインタラクティブアプリケーションの要件に対し、
FTPアプリケーションにペナルティを科さずに対応します。

•優先順位は、一時的な輻輳が起こる可能性がある、バースト性トラフィックおよび相対的
に低いデータレートが組み合わさるWANリンクで最も効果的です。

•平均パケットサイズによっては、優先順位付けは、T1/E1帯域幅速度またはそれ以下の速
度のリンクに適用する場合が最も効果的です。

•ネットワーク上で実行されているアプリケーションのユーザが、応答時間が遅いと感じた
ら、輻輳管理機能を使用することを考えるべきです。輻輳管理機能はダイナミックで、既

存のネットワーク条件に合わせて使用できます。ただし、WANリンクが常に輻輳してい
る場合、トラフィックの優先順位付けでは、問題が解決されません。帯域幅を追加するの

が適切な対処である場合があります。

• WANリンクに輻輳がない場合、トラフィックの優先順位付けを実装する理由はありませ
ん。

次のリストで、ネットワークでキューイングポリシーを設定し、実施するかどうかを決定する

際に考えるべき点をまとめています。

• WANが輻輳しているかどうか、つまり特定のアプリケーションのユーザが、パフォーマ
ンスの低下を感じているかどうかを判断します。
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•目的と目標を、管理の必要があるトラフィックの統合と、ネットワークトポロジおよび設
計に基づいて決定します。達成することを特定するにあたり、次に示す目標に該当するも

のを検討してください。

•特定したすべての種類のトラフィック全体での帯域幅割り当ての均等な配信を設定す
るため。

•提供する特別なアプリケーション（たとえば双方向性マルチメディアアプリケーショ
ンなど）のトラフィックに絶対優先与えるため。場合によっては他にサポートしてい

る重要度の低いトラフィックを犠牲するともあり。

•それぞれが指定した特定の帯域幅要件を持つ、提供しているすべてのアプリケーショ
ンでネットワークリソースが共有されるよう、帯域幅割り当てをカスタマイズするた

め。

•効果的にキューイングを設定するため。インターフェイスを使用してトラフィックの
種類を分析し、それらを区別する方法を決定する必要があります。パケットの分類方

法の説明については、『Classification Overview』モジュールを参照してください。

ニーズを評価したら、このモジュールで説明した使用可能な輻輳管理キューイングメカニズム

を確認し、要件と目的に最もよく対応できるアプローチを決定します。

•選択したキューイング戦略の種類に対するインターフェイスを設定し、結果を観察しま
す。

トラフィックのパターンは時間とともに変わるため、2つめの箇条書きで説明した解析プロセ
スを定期的に繰り返し、これに従ってキューイング設定を適用する必要があります。

さまざまなキューイングメカニズムの違いの詳細については、次の「使用するキューイング

ポリシーの決定」を参照してください。

使用するキューイングポリシーの決定
使用するキューイングポリシーを決定する際には、次の点に注意してください。

• PQは、1つの種類のトラフィックが確実に送信される際に、場合によっては他のすべて
のトラフィックを犠牲にして、絶対優先順位を保証します。PQでは、低プライオリティ
キューは悪影響を受けることがあり、最悪の場合、帯域幅の一部が使用可能な場合や、ク

リティカルなトラフィックの伝送レートが高い場合に、そのパケットが送信できなくなり

ます。

• WFQは、シリアルインターフェイス上の優先トラフィックを決定するアクセスリストの
設定が不要です。むしろ、均等なキューアルゴリズムにより、トラフィックがカンバセー

ションの一部のメッセージに動的に分類されます。

• WFQを使用する場合、大量のトラフィック（ファイル転送など）と同様に、少量のイン
タラクティブトラフィックに均等な帯域幅が割り当てられます。
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• WFQで低遅延キューイング（LLQ）を使用することにより、完全プライオリティキュー
イングを実現できます。完全 PQでは、音声などの遅延に敏感なデータを、他のキューの
パケットをキューから取り出す前にキューから取り出して送信できます。

次の表に、フローベースのWFQ、CBWFQ、PQの主要な機能の比較を示します。

表 1 :キューイングの比較

PQCBWFQ/WFQ

4キュークラスごとに 1キュー、最大 64クラス設定可能なキューの数（デフォル

トでは 256ユーザキュー）
キューの数

•高プライオリ
ティキューが最

初に処理される

•ユーザ定義トラフィッククラスのクラ
ス帯域幅を保証する

•ユーザ定義以外のトラフィッククラス
でフローベースのWFQサポートを実現

• LLQの使用により完全プライオリティ
キューイングが使用可能

•重み付けに基づいてすべての
トラフィックフローに対して

均等性を保証する

サービスの種

類

重み付け均等化キューイング
このセクションでは、WFQ（多くの場合はフローベースWFQと呼ばれます）の概要について
説明します。

WFQの機能

WFQはダイナミックなスケジューリング方式で、すべてのネットワークトラフィックに均等
に帯域幅を割り当てます。WFQは、識別したトラフィックに優先順位（つまり、重み）を適
用して、トラフィックをカンバセーションに分類し、各カンバセーションに許可する帯域幅

を、他のカンバセーションとの関係で決定します。WFQは、フローベースのアルゴリズムで、
インタラクティブトラフィックをキューの先頭にして応答時間を減らし、残りの帯域を高帯域

幅のフローで均等に共有するよう、同時にスケジューリングします。つまり、WFQを使用す
ると、小容量トラフィック（Telnetセッションなど）を、大容量トラフィック（FTPセッショ
ンなど）よりも優先させることができます。WFQは、同時ファイル転送において均衡したリ
ンク容量の使用を実現します。複数のファイル転送が行われると、各転送に均衡した帯域幅が

与えられます。次の図は、WFQの仕組みを示しています。
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図 1 :重み付け均等化キューイング

WFQは、トラフィックを、動的にカンバセーションを構成するメッセージに並べ替えてトラ
フィックの優先順位を管理します。WFQでは、パケットトレインをカンバセーション内に分
割することにより、個々のカンバセーションの間で帯域幅が均等に共有され、小容量トラフィッ

クが適切なタイミングで転送されるようになります。

WFQは、ソースの特性や宛先ネットワークまたはMACアドレス、プロトコル、ソースおよび
宛先ポートおよびセッションのソケットナンバー、フレームリレーデータリンク接続識別子

（DLCI）の値、およびToS値を含むパケットヘッダーアドレッシングに基づいて、トラフィッ
クを異なるフローに分類します。フローには、高帯域幅セッションと低帯域幅セッションとい

う2つのカテゴリがあります。低帯域幅のトラフィックは、広帯域幅のトラフィックよりも有
効な優先順位を持ち、高帯域幅のトラフィックは転送サービスを、割り当てられた重み付けに

従って比例的に共有します。低帯域幅のトラフィックストリームは、トラフィックの大部分を

占め、優先的にサービスを受け、発生する負荷全体をタイミングよく送信できます。大容量ト

ラフィックストリームは、残りの容量を比例して共有します。

WFQは、送信前にさまざまなカンバセーションのパケットを均等化キューに配置します。均
等化キューから取り出される順序は、それぞれの着信パケットの最後のビットを配信する仮想

時間で決定されます。

輻輳メッセージのしきい値に達すると、それ以降の高帯域幅フローに対する新しいメッセージ

は破棄されます。ただし、低帯域幅のフローは、コントロールメッセージカンバセーション

が含まれており、入力キューデータにとどまります。結果、均等化キューで、しきい値数で指

定された数よりも多くのメッセージを保持する場合があります。
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WFQは、アプリケーションのペア間などのデュプレクスデータストリームや、音声やビデオ
などの簡単なデータストリームを管理できます。

WFQアルゴリズムは、ラウンドトリップ遅延の変動という問題にも対処します。複数の高ボ
リュームのカンバセーションがアクティブな場合、転送レートと時間間隔の長さがより予測可

能になります。WFQはシステムネットワークアーキテクチャ（SNA）、論理リンク制御
（LLC）およびTCP輻輳管理とスロースタート機能などのアルゴリズムを大幅に拡張します。

WFQは、E1の速度（2.048 Mbps）以下で動作するように構成されたほとんどのシリアルイン
ターフェイスでデフォルトキューイングモードとして使用されます。

WFQは、高負荷および低負荷のネットワークユーザに、過度の地域幅を追加せずに、同様に
一貫した応答時間を実現することが望ましい状況に対処します。WFQは自動的に、ネットワー
クトラフィック条件の変更に対応します。

制約事項

WFQではトンネリングと暗号化はサポートされません。これは、これらの機能が分類のため
にWFQで必要なパケットコンテンツ情報を変更するためです。

WFQは変化するネットワークトラフィックの状態に自動的に適応しますが、CQおよびCBWFQ
が提供するレベルの細かい帯域幅割り当て制御機能は提供しません。

WFQと IP Precedence

WFQは、IP precedenceを意識します。WFQでは、IPフォワーダによって優先とマーキングさ
れた高優先順位パケットを検出し、それらを先に処理するようにスケジュールすることがで

き、このトラフィックに対して優先的な応答時間を提供します。このように、優先度が増す

と、WFQは輻輳期間中のカンバセーションにより多くの帯域幅を割り当てます。

WFQは各フローに重み付けを割り当て、キューイングされたパケットの転送順を決定します。
この方式では、重みが低いほど先に処理されます。標準のCisco IOSWFQの場合、IPprecedence
は、この重み付けファクタに対する除数として機能します。

CQと同様、WFQは、各キューから一定量のバイトを送信します。WFQでは、それぞれの
キューが異なるフローに対応しています。すべてのフローを通した各サイクルで、WFQは、
フローの優先度に1を足した数に等しいバイト数を効率的に送信します。この数字は、パケッ
トあたりの送信バイト数を決定する比率としてのみ使用されます。ただし、WFQを理解する
ためには、この数字をバイトカウントと考えることができます。たとえば、IPprecedence値が
7のトラフィックは、IP precedence値が 3のトラフィックよりも低い重みが割り当てられ、送
信順序での優先度が決定されます。重みは、IP Precedence値に反比例します。

各キューへの帯域幅の割り当てを決定するには、すべてのフローの総バイトカウントで、フ

ローのバイトカウントを割ります。たとえば、それぞれの優先度のフローが1つずつ存在する
場合、各フローには次の連結値に対して優先度値 + 1の割合が割り当てられます。

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36

したがって、優先度 0のトラフィックは帯域幅の 1/36、優先度 1のトラフィックは 2/36、優先
度 7のトラフィックは 8/36となります。
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ただし、優先度 1のフローが 18個あり、他はそれぞれ 1個の場合、合計は次のようになりま
す。

1 + 2(18) + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 70

優先度 0のトラフィックは 1/70、優先度 1のフローがそれぞれ 2/70のようになります。

フローの追加や終了が発生するにしたがい、実際に割り当てられる帯域幅は絶えず変化しま

す。

WFQと RSVP

RSVPはWFQを使用して、バッファ領域とスケジュールパケットを割り当て、予約されたフ
ローへの帯域幅を保証します。WFQはRSVPと連動して、QoSサービスを効果的に差別化し、
保証できるようにします。

RSVPは、ネットワーク帯域幅を動的に予約できるアプリケーションを実現するインターネッ
ト技術特別調査委員会（IETF）標準トラックプロトコルです。RSVPにより、アプリケーショ
ンはデータフローに対する特定のQoSを要求できます。Ciscoの実装を使用すれば、設定され
たプロキシ RSVPを使用して RSVPをネットワーク内で開始できます。

RSVPは、IPネットワークでエンドツーエンドのネットワーク帯域幅を保証するように設計さ
れた唯一の標準シグナリングプロトコルです。ホストとルータは、RSVPを使用して、データ
ストリームのパスに沿って QoS要求をルータに配信したり、ルータとホストの状態を維持し
て要求されたサービス（その多くは帯域幅や遅延）を提供したりします。RSVPは平均データ
レート、ルータがキューに保持する最大量のデータ、および予約する帯域幅を決定する最小

QoSを使用します。

WFQや重み付けランダム早期検出（WRED）は、RSVPの準備機能として動作し、予約された
フローに必要なパケット分類とスケジューリングを構築します。RSVPは、WFQを使用して、
統合サービスの保証サービスを配信できます。

クラスベース重み付け均等化キューイング（CBWFQ）
CBWFQは、標準の重み付け均等化キューイング（WFQ）機能を拡張して、ユーザ定義のトラ
フィッククラスをサポートします。CBWFQでは、プロトコル、アクセスコントロールリス
ト（ACL）、および入力インターフェイスなどの一致基準を基にトラフィッククラスを定義し
ます。クラスの一致基準を満たすパケットは、そのクラスのトラフィックの一部となります。

クラスが一致基準によって定義されると、それに特性を割り当てることができます。クラスに

特性を持たせるには、帯域幅、重み、最大パケット制限を割り当てます。クラスに割り当てら

れた帯域幅は、輻輳中のクラスに適用する保証帯域幅です。

クラスに特性を持たせるには、そのクラスのキュー制限も指定します。これは、クラスのキュー

に集めることができる最大パケット数です。クラスに属するパケットは、そのクラスの特性の

帯域幅とキュー制限に対応しています。

キューが設定されたキュー制限に達した後、そのクラスに追加パケットが入力されると、設定

されているクラスポリシーに応じてテールドロップまたはパケットドロップが発生します。
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テールドロップは、CBWFQクラスで、クラスに輻輳を回避する手段としてWREDを使用し
てパケットをドロップするよう、明示的にポリシーを設定しない限り使用されます。ポリシー

マップを構成する 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、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。

デフォルトのクラスが、bandwidth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
を使用して設定されている場合、すべての未分類のトラフィックが単一のキューに格納され、

設定された帯域幅に従って処理されます。デフォルトのクラスが fair-queueコマンドを使用し
て設定されている場合、すべての未分類のトラフィックがフロー分類となり、ベストエフォー

ト扱いとなります。デフォルトのクラスが設定されていない場合、デフォルトでは設定されて

いるどのクラスにも一致しないトラフィックはフロー分類となり、ベストエフォート扱いとな

ります。パケットが分類されると、クラスのディファレンシエーテッドサービスで使用可能な

すべての標準メカニズムを適用します。

フロー分類は、標準WFQ扱いになります。つまり、同じ発信元 IPアドレス、宛先 IPアドレ
ス、発信元 TCPまたは UDPポート、または宛先 TCPまたは UDPポートが、同じフローに属
するものとして分類されます。WFQは、各フローに、帯域幅の共有を均等に割り当てます。
また、フローベースWFQは、すべてのフローが等しく重み付けされるため、均等化キューイ
ングとも呼ばれます。

CBWFQでは、そのクラスに指定された重みは、そのクラスの一致基準を満たすそれぞれのパ
ケットの重みとなります。出力インターフェイスに到着したパケットは、定義された一致基準

フィルタに従って分類された後、それぞれに適切な重みが割り当てられます。特定のクラスに

属するパケットの重み付けは、クラス設定したときにクラスに割り当てた帯域幅から適用され

ます。そういった意味では、クラスの重み付けはユーザ定義可能です。

パケットの重みが割り当てられると、そのパケットは適切なクラスキューに入力されます。

CBWFQは、キューイングされたパケットに割り当てられた重み付けを使用し、クラスキュー
が確実に均等に提供されるようにします。

クラスポリシーの設定、すなわち CBWFQの設定は、次の 3つの処理を伴います。

•トラフィッククラスを定義して分類ポリシー（クラスマップ）を指定する。

このプロセスによって、何種類のパケットを区別するかが決まります。

•ポリシー、すなわちクラス特性を各トラフィッククラスに関連付ける（ポリシーマッ
プ）。

このプロセスでは、クラスマップで定義済みのクラスの1つに属するパケットに適用されるポ
リシーの設定が必要です。このため、各トラフィッククラスでポリシーを指定するポリシー

マップを設定します。

•ポリシーをインターフェイスへ適用する（サービスポリシー）。

このプロセスでは、既存のポリシーマップ、またはサービスポリシーを、インターフェイス

に関連付け、マップに対する特定のポリシーセットをそのインターフェイスに適用する必要が

あります。
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CBWFQ帯域割り当て

1つのインターフェイスのすべての帯域割り当ての合計が、使用可能なインターフェイス帯域
幅の総計の 75 %を超えることはできません。残りの 25%は、レイヤ 2オーバーヘッド、ルー
ティングトラフィック、ベストエフォートトラフィックなど、その他のオーバーヘッド用に

使用されます。たとえば CBWFQクラスデフォルトクラスの帯域幅は、残りの 25 %から使用
されます。しかし、インターフェイス帯域幅の 75パーセント以上をクラスに設定する必要が
あるアグレッシブな環境の下では、すべてのクラスまたはフローに割り当てられた、この

75パーセントという最大合計値を max-reserved-bandwidthコマンドで上書きできます。デ
フォルトの 75 %を上書きする場合は、注意し、ベストエフォートおよびコントロールトラ
フィック、レイヤ2オーバーヘッドをサポートするのに十分な帯域幅を残すようにしてくださ
い。

CBWFQを使用する理由とは

CBWFQを設定する必要があるかどうかを決定する際に考慮すべき一般的な要素の一部には次
のようなものがあります。

•帯域割り当て。CBWFQを使用すると、特定のトラフィッククラスに対して割り当てる帯
域幅の正確な量を指定できます。インターフェイス上の使用可能な帯域幅を考慮し、クラ

スを64まで設定して、それらの間で分配できます。これは、フローベースWFQには当て
はまりません。フローベースWFQは、重み付けを特定のトラフィックに適用し、トラ
フィックをカンバセーションに分類して、各カンバセーションで、どのくらいの帯域幅が

許可されるかを他のカンバセーションと相対的に決定します。フローベースWFQでは、
重み付けとトラフィック分類は、7つの IP Precedenceレベルによって行われ、制限されま
す。

•より粗い粒度とスケーラビリティ。CBWFQで、フローの制限を超えた基準に基づいてど
のクラスを含めるかを定義できます。CBWFQでは、トラフィックの分類方法を定義する
ための ACLや、プロトコルまたは入力インターフェイス名を使用でき、これによってよ
り粗い粒度を実現します。トラフィック分類をフローベースで管理する必要はありませ

ん。さらに、サービスポリシーに最大 64の個別クラスを設定できます。

CBWFQおよび RSVP

RSVPは、CBWFQと併用できます。RSVPおよび CBWFQの両方がインターフェイスで設定
されている場合、RSVPおよび CBWFQは独立して動作し、それぞれが単体で実行されている
場合と同様の動作を行います。RSVPは、帯域幅の可用性のアセスメントと割り当てに関して
も、CBWFQが有効でない場合の動作と同様の動作を継続します。

機能制限

物理インターフェイスでの CBWFQは、インターフェイスがデフォルトのキューイングモー
ドにある場合のみ設定可能です。E1（2.048Mbps）以下でのシリアルインターフェイスでは、
デフォルトでWFQが使用されます。他のインターフェイスでは、デフォルトで FIFOが使用
されます。物理インターフェイスで CBWFQをイネーブルにすると、デフォルトのインター
フェイスキューイング方式が上書きされます。
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ポリシーマップで、パケットのドロップにテールドロップではなくWREDを使用するようク
ラスを設定する場合、このサービスポリシーを適用しようとしているインターフェイスで

WREDが設定されないようにしてください。

低遅延キューイング
LLQ機能で、完全 PQが CBWFQに導入されます。完全 PQでは、音声などの遅延に敏感な
データを、他のキューのパケットをキューから取り出す前にキューから取り出して送信できま

す。

LLQを使用しないと、CBWFQはリアルタイムトラフィックで使用可能な完全プライオリティ
キューがない、定義済みクラスに基づいてWFQを実施します。CBWFQで、トラフィックク
ラスを定義でき、そのクラスに特性を割り当てられます。たとえば、輻輳中にクラスに適用す

る最小帯域幅を指定できます。

CBWFQでは、特定のクラスに属するパケットの重みは、設定時にそのクラスに割り当てた帯
域幅から適用されます。したがって、クラスのパケットに割り当てた帯域幅で、パケットの送

信順が決定されます。すべてのパケットは、重み付けに基づいて均等に処理されます。パケッ

トにクラスがない場合は、絶対優先を付与できます。この方式では、大きな遅延、特に遅延の

変化が許されない音声トラフィックに問題が起こります。音声トラフィックでは、遅延の変動

により、カンバセーションの聞き取りにおいてジッタとして現れる転送の不規則性が生じま

す。

LLQは、CBWFQで完全プライオリティキューイングを実現し、音声カンバセーションでの
ジッタを減らします。priorityコマンドで設定すると、LLQは CBWFQ内の単一の、完全プラ
イオリティキューをクラスレベルでイネーブルにし、クラスに属するトラフィックをCBWFQ
完全プライオリティキューに誘導できます。クラストラフィックを完全プライオリティキュー

に入力するには、ポリシーマップの名前が付いたクラスを指定し、priorityコマンドをクラス
に設定しますpriorityコマンドが適用されるクラスはプライオリティクラスと見なされます）。
ポリシーマップで、1つまたは複数のクラスにプライオリティステータスを指定できます。1
つのポリシーマップに複数のクラスがプライオリティクラスとして設定されている場合、こ

れらのクラスからのトラフィックはすべて、同じ単一の完全プライオリティキューに入力され

ます。

CBFWQで使用される完全 PQとCBWFQ外で使用される完全 PQとの違いの 1つに、パラメー
タの取る値があります。CBWFQ外では、ip rtp priorityコマンドを使用して音声トラフィック
フローで特定の優先処理が行われるUDPポートの範囲を指定できます。priorityコマンドを使
用すると、優先フローを規定する UDPポート番号に制限がなくなります。CBWFQ内でクラ
スに優先ステータスを設定できるためです。その代わり、クラスのトラフィックの指定に使用

される有効な一致基準はすべて、プライオリティトラフィックに適用されるようになります。

クラスへのトラフィックの指定方式には、アクセスリスト、プロトコル、入力インターフェイ

スの一致などがあります。さらに、アクセスリストで、トラフィックの一致が、IPヘッダー
の ToSバイトの最初の 6ビットを使用して設定した IP Diffservコードポイント（DSCP）値に
基づいたトラフィックの一致が可能になるよう指定できます。

さまざまな種類のリアルタイムトラフィックを完全プライオリティキューに入力できますが、

音声トラフィックのみを指定することを強く推奨します。音声トラフィックは正常に動作し、
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他の種類のリアルタイムトラフィックはそうではないためです。また、音声トラフィックは、

ジッタを回避するため遅延が変動しない必要があります。ビデオなどのリアルタイムトラフィッ

クは遅延による変動が生じ、正常な音声トラフィック伝送に必要な、遅延の安定性を妨げま

す。

LLQの設定方法については、『ConfiguringWeighted FairQueueing』モジュールを参照してくだ
さい。

LLQ帯域割り当て

クラスに priorityコマンドを指定すると、このコマンドは最大帯域幅を kbps単位で指定する
bandwidth引数を取ります。このパラメータを使用して、priorityコマンドで設定されたクラス
に属したパケットに割り当てる最大帯域幅を指定します。帯域幅パラメータは、プライオリ

ティクラスへの帯域幅を保証し、プライオリティクラスからのパケットのフローを抑制しま

す。

輻輳時には、帯域幅を超えた場合にパケットをドロップするためにポリシングが使用されま

す。プライオリティキューに入力された音声トラフィックはUDPベースのため、WREDの早
期パケットドロップ特性には対応しません。WREDが無効なため、WREDの random-detect
コマンドは priorityコマンドと併用できません。

輻輳が起こると、プライオリティキュー宛のトラフィックはそのトラフィックが属するクラス

に設定された帯域割り当てに超過していないか測定されます。

プライオリティトラフィック測定には次の特性があります。

•輻輳状態では、プライオリティトラフィック測定のみが実行されます。デバイスが輻輳し
ていない場合は、プライオリティクラストラフィックの割り当て帯域幅を超えることが

できます。デバイスが輻輳している場合、割り当てられた帯域幅を超えるプライオリティ

クラストラフィックは破棄されます。

•これはパケット単位ベースで行われ、トークンはパケットが送信されるにつれいっぱいに
なります。パケット送信に使用できるトークンが十分でない場合、ドロップします。

•プライオリティトラフィックを割り当てられた帯域幅に抑制して、ルーティングパケッ
トやその他のデータなどの非プライオリティトラフィックが不足しないようにします。

測定をしたクラスは個別にポリシングされレート制限されます。つまり、単一のポリシーマッ

プは 4つのプライオリティクラスを含むことができますが、単一のプライオリティキューに
入力されたものはすべて、それぞれ個別の帯域割り当てと制限を持つ個別のフローとして処理

されます。

プライオリティクラスの帯域幅はpriorityコマンドのパラメータとして指定されるため、同時
に bandwidth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をプライオリティクラ
スに設定することはできません。2つ同時に設定すると、割り当てる帯域幅の大きさに関して
混乱を招くだけの設定違反となります。

プライオリティキューに割り当てられた帯域幅には、常にレイヤ2カプセル化ヘッダーが含ま
れます。ただし、他のヘッダーは含まれません。特定のプライオリティクラスに割り当てる帯

域幅を計算する際は、レイヤ2ヘッダーもそれに含まれるということを考慮する必要がありま
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す。また、音声パスのルータによって生じるジッタの可能性も帯域幅に考慮する必要がありま

す。

1つのインターフェイスのすべての帯域割り当ての合計が、使用可能なインターフェイス帯域
幅の総計の 75%を超えることはできません。しかし、インターフェイス帯域幅の 75パーセン
ト以上をクラスに設定する必要があるアグレッシブな環境の下では、すべてのクラスまたはフ

ローに割り当てられた、この 75パーセントという最大合計値をmax-reserved-bandwidthコマ
ンドで上書きできます。max-reserved-bandwidthコマンドは、メインインターフェイスのみ
での使用を意図したものです。

（注）

LLQを使用する理由とは

LLQを設定する必要があるかどうかを決定する際に考慮すべき一般的な要素の一部には次のよ
うなものがあります。

• LLQは、完全プライオリティサービスのシリアルインターフェイスを提供します。

• LLQは、UDPポート番号に制限されません。プライオリティステータスを CBWFQのク
ラスに設定できるため、優先フローを規定する際、UDPポート番号による制限がなくなり
ます。その代わり、クラスのトラフィックの指定に使用される有効な一致基準はすべて、

プライオリティトラフィックに適用されるようになります。

•クラスに属するパケットに割り当てる最大帯域幅を設定することにより、非プライオリ
ティトラフィックの帯域幅が不足しないようにできます。

機能制限

LLQには、次のような制約事項が適用されます。

• random-detectコマンド、shapeコマンド、bandwidth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は、同じ class-mapで priorityコマンドとともに使用することは
できません。

• priorityコマンドは複数のクラスで設定できますが、音声タイプの固定ビットレート
（CBR）トラフィックでのみ使用してください。

•特定のレベルのプライオリティキューが 1つだけポリシーマップに存在する場合、
queue-limitコマンドを priorityコマンドとともに設定できます。

•いかなるレベルであってもデフォルトキューをプライオリティキューとして設定するこ
とはできません。

プライオリティキューイング
PQで、ネットワークのトラフィックの優先順位付けの方法を定義できます。4つのトラフィッ
クの優先順位を設定します。パケットの特性に基づいて、ルータがトラフィックをこの4つの
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キューに格納するための一連のフィルタを定義できます。最高優先順位のキューは、最初に

キューが空になるまで処理されます。その後、次に優先順位の高いキューが、続けて処理され

ます。

PQの設定方法については、『Configuring Priority Queueing』モジュールを参照してください。

機能のしくみ

転送中、PQは、プライオリティキューを、低いプライオリティキューよりも優先度が高い絶
対優先扱いとします。高い優先度が指定された重要なトラフィックは、常に、より重要度の低

いトラフィックよりも優先されます。パケットは、ユーザ指定の基準に基づいて分類され、割

り当てられた優先順位に基づいて高、中、普通、低の4つの出力キューのいずれかに配置され
ます。優先順位付けで分類されないパケットは、普通のキューに分類されます。次の図は、こ

のプロセスを示しています。

図 2 :プライオリティキューイング

パケットがインターフェイスに送出されると、そのインターフェイス上のプライオリティキュー

が、優先順位の降順にパケットの有無を調査されます。高優先順位のキューが最初に調査さ

れ、その後、中優先順位が調査されるといったように調査されます。最高優先順位の先頭にあ

るパケットが選択され送信されます。この処理は、パケットが送信されるたびに繰り返されま

す。

キューの最大長は、長さ制限により定義されます。キューが、キュー制限よりも長い場合、制

限外のパケットはすべてドロップします。

プライオリティ出力キューイングメカニズムは、すべてのネットワーキングプロトコルから

のトラフィックを管理するために使用できます。IPでパケットサイズの境界を設定すること
で、さらに詳細な調整を行うことができます。

（注）
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パケットのプライオリティキューイングへの分類方法

プライオリティリストとは、パケットがプライオリティキューに割り当てられる方法を記述

したルールのセットです。プライオリティリストは、さまざまなプライオリティキューのデ

フォルトの優先順位やキューサイズ制限も記述できます。

パケットは、次の基準で分類できます。

•プロトコルまたはサブプロトコルの種類

•着信インターフェイス

•パケットサイズ

•フラグメント

•アクセスリスト

ネットワークサーバからのキープアライブは、常に高いプライオリティキューに割り当てら

れます。他のすべての管理トラフィック（Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）のアップ
デートなど）を設定する必要があります。プライオリティリストメカニズムで分類されない

パケットは、普通のキューに割り当てられます。

プライオリティキューイングを使用する理由

PQで、高優先順位のトラフィックを絶対優先扱いにでき、さまざまなWANリンクを通過す
るミッションクリティカルなトラフィックが優先扱いを受けるようにします。さらに、PQで、
他のキューイング方式よりも速い応答時間を得られます。

どのインターフェイスでも、プライオリティ出力キューイングをイネーブルにできますが、輻

輳があるシリアルインターフェイスの低帯域幅で使用するのが最良です。

機能制限

PQの使用を選択する場合、低優先順位のトラフィックは、高優先順位のトラフィックが優先
され、帯域幅が使用できないことが多いため、PQを使用することで最悪の場合、低優先順位
のトラフィックがまったく送信されない結果となる可能性を考慮してください。低優先順位の

トラフィックがこのようなことにならないよう、高優先順位のトラフィックをレート制限する

トラフィックシェーピングを使用できます。

PQで、低速のインターフェイスで許容される追加オーバーヘッドが導入されますが、イーサ
ネットのような高速のインターフェイスでは許容されない場合があります。PQをイネーブル
にすると、パケットのスイッチに時間がかかります。これは、パケットがプロセッサカードに

よって分類されるためです。

PQはスタティックな設定を使用しており、ネットワーク条件の変化に対応しません。

PQは、トンネルではサポートされません。
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帯域幅管理
RSVP、CBWFQ、LLQはすべて、帯域幅を予約し、インターフェイス上の最大予約帯域幅まで
使用できます。

帯域幅を割り当てるには、次のコマンドのいずれかを使用します。

• RSVPでは、ip rsvp bandwidthコマンドを使用します。

• CBWFQでは、bandwidth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を使
用します。

• LLQでは、帯域幅を priorityコマンドで割り当てることができます。

これらのコマンドを設定する際は、帯域幅制限に注意して、ネットワークの要件に応じて帯域

幅を設定してください。すべての帯域幅の合計が、最大予約帯域幅を超えないように留意して

ください。デフォルトの最大帯域幅は、インターフェイスの使用可能帯域幅合計の75%です。
帯域幅の残りの 25 %は、レイヤ 2オーバーヘッド、ルーティングトラフィック、およびベス
トエフォートトラフィックなどのオーバーヘッドに使用されます。

最大予約帯域幅を変更する必要性が生じた場合は、max-reserved-bandwidthコマンドで最大帯
域幅を変更できます。max-reserved-bandwidthコマンドは、インターフェイスに対してのみ使
用できます。VCには使用できません。

輻輳管理の概要
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