
IPsec暗号化エンジンの低遅延キューイン
グ

この機能モジュールでは、IPsec暗号化エンジンの LLQ機能について説明します。内容は次の
とおりです。

•機能情報の確認（1ページ）
•機能の概要（1ページ）
•サポートされている規格MIBおよび RFC（3ページ）
•前提条件（3ページ）
•設定作業（3ページ）
• IPSec暗号化エンジンの LLQのモニタおよびメンテナンス（8ページ）
•設定例（8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。

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。

機能の概要
IPsec暗号化エンジンの低遅延キューイング（LLQ）機能を使用すると、暗号化エンジンの前
にキューイングを実行するという考え方により、パケット遅延を軽減できます。以前は、暗号

処理エンジンによって、データトラフィックと音声トラフィックが同じステータスを与えられ

ていました。現在では、管理者は音声トラフィックをプライオリティ指定します。ルータイン
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ターフェイスに到着するデータパケットは、データパケットインバウンドキューに送られて

暗号化エンジンで処理されます。このキューをベストエフォートキューといいます。ルータ

インターフェイスに到着する音声パケットは、プライオリティパケットインバウンドキュー

に送られて暗号化エンジンで処理されます。このキューをプライオリティキューといいます。

暗号化エンジンは、音声パケットに適した速度でパケット処理を実行します。音声パケットに

は、暗号化エンジンで最小の処理帯域幅が保証されています。

IPSec暗号化エンジンの LLQの利点
IPsec暗号化エンジンの LLQ機能を使用すると、プライオリティを指定したトラフィックに対
し、特定レベルの暗号化エンジン処理時間が保証されます。

音声パフォーマンスの改善

音声パケットはプライオリティで識別できるため、暗号化エンジンで特定の比率の処理帯域幅

を保証できます。この機能では、輻輳したネットワークに音声トラフィックが流れる場合に音

声品質を保証すると、エンドユーザの処理に影響が出ます。

遅延およびジッタの改善

予測可能性はネットワークパフォーマンスの重要なコンポーネントです。IPsec暗号化エンジ
ンの LLQ機能を使用すると、VPNのネットワークトラフィックが予測可能になります。この
機能を無効にすると、VPN経由で IPフォンを使用しているエンドユーザに、ジッタまたは遅
延（ネットワーク全体の遅延および輻輳の症状）が発生する場合があります。この機能をイ

ネーブルにすれば、このような望ましくない特性は生じなくなります。

制約事項

•トンネルごとの QoSポリシーなし。インターフェイス QoSポリシーがすべてのトンネル
を表す。

•同じ IP precedence/DSCPがインバウンドおよびアウトバウンドの音声パケットを生成して
いると想定。

• IP precedence/DSCPによる音声パケット生成は発信元で実行されると想定。

•インターフェイス QoSポリシーの音声トラフィックの一致基準が制限を受ける。

•コールアドミッション制御が企業内に適用されていると想定。

• aggregateポリシーの帯域幅が暗号化エンジンの帯域幅を超える場合は、厳密なエラー
チェックは実行されない。警告が表示されるだけで設定は可能です。

•音声パケットはすべて暗号化されているか、すべて暗号化されていないかのいずれかであ
ると想定。
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関連資料

•『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』

•「Applying QoS Features Using the MQC」モジュール

サポートされている規格MIBおよび RFC

標準

この機能がサポートする新しい規格または変更された規格はありません。

MIB

この機能がサポートする新しい規格または変更された規格はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XEソフトウェアリリース、およびフィーチャセット
のMIBの場所を検索しダウンロードするには、次のURLにある CiscoMIB Locatorを使用しま
す。

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

RFC

この機能でサポートが追加または変更された RFCはありません。

前提条件
この機能を使用するには、次の内容を理解している必要があります。

•アクセスコントロールリスト

•帯域幅管理

• CBWFQ

設定作業

クラスマップの定義

手順の概要

1. Router(config)# class-mapclass-map-name
2. 次のいずれかを実行します。
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Router(config-cmap)#match access-group {access-group | name access-group-name}•

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

作成するクラスマップの名前を指定します。Router(config)# class-mapclass-map-nameステップ 1

クラスにコンテンツパケットが属しているかを

チェックするアクセスコントロールリスト（ACL）
次のいずれかを実行します。ステップ 2

• Router(config-cmap)#match access-group
{access-group | name access-group-name} の名前を指定します。クラスにパケットが属してい

るかをチェックする一致基準として使用する入力イ
例：

ンターフェイスの名前を指定します。クラスにパ

Router(config-cmap)# match input-interface
interface-name

ケットが属しているかをチェックする一致基準とし

て使用するプロトコルの名前を指定します。

例：

or

例：

Router(config-cmap)# match protocol protocol

ポリシーマップでのクラスポリシーの設定

ポリシーマップを設定し、サービスポリシーを構成するクラスポリシーを作成するには、最

初に policy-mapコマンドを使用してポリシーマップの名前を指定します。次に、次のコマン
ドを 1つ以上使い、標準クラスまたはデフォルトクラスのポリシーを設定します。

• priority

• bandwidth

• queue-limit または random-detect

• fair-queue （class-defaultクラスの場合のみ）

定義するクラスごとに、リストされているコマンドを1つ以上使い、クラスポリシーを設定し
ます。たとえば、あるクラスには帯域幅を、別のクラスには帯域幅およびキュー制限を指定し

ます。

ポリシーマップのデフォルトクラス（一般に class-defaultクラスといいます）は、ポリシー
マップで定義されているその他のクラスの一致基準を満たさない場合にトラフィックが送られ

るクラスです。

クラスポリシーはルータで定義可能な数だけ設定できます（最大 64個）。ただし、ポリシー
マップのすべてのクラスに割り当てられている帯域幅の合計は、最小認定情報レート（CIR）
を超えてはいけません。最小CIRは、仮想回線（VC）と、frame-relay voice bandwidthコマン
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ドおよび frame-relay ip rtp priorityコマンドで予約されている帯域幅の差に設定されている
レートです。最小CIRが設定されていない場合は、CIRの半分が帯域幅のデフォルトになりま
す。割り当てられていない帯域幅がある場合は、残っている帯域幅は設定されている帯域幅に

応じてクラスに割り当てられます。

ポリシーマップのクラスポリシーを設定するには、以降の項で説明する作業を実行します。

最初の項の作業は必須ですが、残りの項の作業は任意です。

プライオリティキューのクラスポリシーの設定

手順の概要

1. Router(config)# policy-map policy-map
2. Router(config-cmap)# class class-name
3. Router(config-pmap-c)# priority bandwidth-kbps

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

作成または変更するポリシーマップの名前を指定し

ます。

Router(config)# policy-map policy-mapステップ 1

作成し、サービスポリシーで使用するクラスの名前

を指定します。

Router(config-cmap)# class class-nameステップ 2

完全プライオリティクラスを作成し、そのクラスに

割り当てる帯域幅の量（kbps）を指定します。
Router(config-pmap-c)# priority bandwidth-kbpsステップ 3

指定した帯域幅を使用するクラスポリシーの設定

手順の概要

1. Router(config)# policy-map policy-map
2. Router(config-cmap)# class class-name
3. Router(config-pmap-c)# bandwidth bandwidth-kbps

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

作成または変更するポリシーマップの名前を指定し

ます。

Router(config)# policy-map policy-mapステップ 1

作成し、サービスポリシーで使用するクラスの名前

を指定します。

Router(config-cmap)# class class-nameステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

クラスに割り当てる帯域幅の量（kbps）または使用
可能な帯域幅のパーセントを指定します。帯域幅は

Router(config-pmap-c)# bandwidth bandwidth-kbpsステップ 3

kbpsまたはパーセントで指定します。単位はクラス
内で統一します（プライオリティキューの帯域幅は

kbpsで指定）。

Class-Defaultクラスポリシーの設定

手順の概要

1. Router(config)# policy-map policy-map
2. Router(config-cmap)# class class-default default-class-name
3. Router(config-pmap-c)# bandwidth bandwidth-kbps

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

作成または変更するポリシーマップの名前を指定し

ます。

Router(config)# policy-map policy-mapステップ 1

ポリシーを設定または変更できるようデフォルトク

ラスを指定します。

Router(config-cmap)# class class-default
default-class-name

ステップ 2

class-defaultクラスは、定義したクラスの
いずれにも該当しないトラフィックを分類

するために使用されます。ポリシーマッ

プの作成時に class-defaultクラスを事前定
義していても、あらためて定義する必要が

あります。デフォルトクラスを設定して

いなければ、設定したクラスのいずれにも

該当しないトラフィックはベストエフォー

ト扱いになります。ベストエフォート扱い

とは、可能な場合はネットワークがそのト

ラフィックを配信し、信頼性、遅延防止、

スループットは保証されないというもので

す。

（注）

クラスに割り当てる帯域幅の量（kbps単位）を指定
します。デフォルトクラスで実行するフローベース

Router(config-pmap-c)# bandwidth bandwidth-kbps

例：

ステップ 3

のWFQが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。ダイナミックキューの数

はインターフェイスの帯域幅から求めます。例：

or
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目的コマンドまたはアクション

例：

例：

Router(config-pmap-c)# fair-queue
[number-of-dynamic-queues]

サービスポリシーのアタッチ

手順の概要

1. Router(config)# interfacetype number
2. Router(config-if)# service-policy outputpolicy-map

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

IPsec暗号化エンジンの LLQを使ってインターフェ
イスを指定します。

Router(config)# interfacetype numberステップ 1

指定したサービスポリシーマップを出力インター

フェイスにアタッチし、IPsec暗号化エンジンのLLQ
をイネーブルにします。

Router(config-if)# service-policy outputpolicy-mapステップ 2

ポリシーマップとそのクラスの設定の確認

手順の概要

1. Router# show frame-relay pvc dlci
2. Router# show policy-map interface interface-name
3. Router# show policy-map interface interface-name dlci dlci

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

PVCおよび特定のデータリンク接続識別子（DLCI）
のポリシーマップのクラスの設定に関する統計情報

を表示します。

Router# show frame-relay pvc dlciステップ 1

LLQが設定されている場合は、すべてのポリシー
マップのクラスの設定を表示します。

Router# show policy-map interface interface-nameステップ 2

IPsec暗号化エンジンの低遅延キューイング
7

IPsec暗号化エンジンの低遅延キューイング

サービスポリシーのアタッチ



目的コマンドまたはアクション

LLQが設定されている場合は、特定の DLCIの、ポ
リシーマップのクラスの設定を表示します。

Router# show policy-map interface interface-name dlci
dlci

ステップ 3

IPSec暗号化エンジンの LLQのモニタおよびメンテナン
ス

手順の概要

1. Router# show crypto eng qos

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

IPSec暗号化エンジンの LLQの統計情報をキューイ
ングしているサービスの品質を表示します。

Router# show crypto eng qosステップ 1

設定例

IPsec暗号化エンジンの LLQの例
次の例では、保証帯域幅が50kbpsの完全プライオリティキューが、ソースアドレス10.10.10.10
から宛先アドレス 10.10.10.20に送信される（ポートは 16384～ 20000および 53000～ 56000の
範囲）トラフィックに予約されています。

まず、次のコマンドでアクセスリスト 102を設定して必要な音声トラフィックを一致させま
す。

Router(config)# access-list 102 permit udp host 10.10.10.10 host 10.10.10.20 range 16384
20000
Router(config)# access-list 102 permit udp host 10.10.10.10 host 10.10.10.20 range 53000
56000

次に、クラスマップ音声を定義し、policy1というポリシーマップを作成します。続いて、ク
ラス音声の完全プライオリティキューを予約し、クラスバーに帯域幅20kbpsを設定し、WFQ
のデフォルトクラスを設定します。さらに、service-policyコマンドを使ってポリシーマップ
を fas0/0にアタッチします。

Router(config)# class-map voice
Router(config-cmap)# match access-group 102
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map policy1
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Router(config-pmap)# class voice
Router(config-pmap-c)# priority 50
Router (config-cmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class bar
Router(config-pmap-c)# bandwidth 20
Router(config-cmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue
Router(config-cmap-c)# exit
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# interface fastethernet0/0/0
Router(config-if)# service-policy output policy1
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