
プライオリティパーセンテージサポート

による低遅延キューイング

この機能を使用すると、低遅延キューイング（LLQ）内のパーセンテージとして帯域幅を設定
できます。具体的には、物理インターフェイス、シェーピング済み ATM相手先固定接続
（PVC）、ポリシーマップが接続されているシェーピング済みフレームリレー PVCなどのエ
ンティティに割り当てる帯域幅のパーセンテージを指定することができます。その結果、ポリ

シーマップに関連付けられたトラフィックが優先的に扱われます。

この機能では、非プライオリティトラフィッククラスに割り当てられる帯域幅のパーセンテー

ジを指定することもできます。この機能により、bandwidthと priorityという 2つの既存のコ
マンドが変更され、これら 2つのコマンドを使用して帯域幅を割り当てる方法が改善されま
す。

•機能情報の確認（1ページ）
•プライオリティパーセンテージサポートによる LLQの制約事項（2ページ）
•プライオリティパーセンテージサポートによる LLQに関する情報（2ページ）
•プライオリティパーセンテージサポートによる LLQの設定方法（4ページ）
•プライオリティパーセンテージサポートによる LLQの設定例（6ページ）
•その他の参考資料（9ページ）
•プライオリティパーセンテージサポートによる LLQの機能情報（10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。
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プライオリティパーセンテージサポートによるLLQの制
約事項

過剰なトラフィックの廃棄

着信する高優先順位トラフィックがprioritypercentコマンドで計算される帯域幅パーセンテー
ジを超えている場合に、ネットワークが輻輳状態になっていると、超過したトラフィックが廃

棄されます。これは、priorityコマンドで、kbps単位の帯域幅を使用する場合と同じ動作です。
いずれの場合も、高優先順位トラフィックがその帯域幅を超えた場合、ネットワークが輻輳状

態であれば、超過したトラフィックが廃棄されます。

bandwidth percentコマンドとpriority percentコマンドで算出して設定した帯域幅のパーセンテー
ジの超過

デフォルトでは、bandwidth percentコマンドと priority percentコマンドを使用して帯域幅を
割り当てる場合、高優先順位トラフィックに割り当てられた帯域幅パーセンテージと非プライ

オリティトラフィックに割り当てられた帯域幅パーセンテージの合計は、インターフェイスで

使用可能な合計帯域幅の 99パーセントを超えることはできません。

インターフェイスで使用可能な合計帯域幅の残りの1パーセントは、未分類のトラフィックと
ルーティングトラフィック（存在する場合）のために予約された状態で継続され、定義された

トラフィッククラス間で比例的に分割されます。

プライオリティパーセンテージサポートによるLLQに関
する情報

プライオリティパーセンテージサポートによる LLQの利点
この機能により、すべて帯域幅が異なる多くのインターフェイスが含まれたネットワークにシ

スコソフトウェアが対応できるようになります。この機能は、帯域幅が異なるインターフェイ

スのすべてを、比例的な帯域幅を複数のクラスに割り当てるポリシーマップに関連付けること

が必要な場合に便利です。

また、帯域幅をパーセンテージで設定する方法は、下位リンクの帯域幅が不明であるときや、

関連するクラスの帯域幅の分配が決まっているときに特に有用です。使用可能ビットレート

（ABR）仮想回線などのアダプティブシェーピングレートを使用するインターフェイスの場
合、クラスの帯域幅をパーセンテージ単位で設定することにより CBWFQを設定できます。
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プライオリティパーセンテージサポートによるLLQに対応するための
bandwidthコマンドへの変更

この機能により、bandwidthコマンドに新しいキーワード remainingpercentが追加されます。
また、この機能により既存のpercentキーワードの機能も変更されます。これらの変更により、
帯域幅のコマンドが、bandwidth percentおよび bandwidth remaining percentとなります。

bandwidth percentコマンドでは、インターフェイスの全帯域幅に対するパーセンテージの絶
対値として帯域幅を設定します。

bandwidth remaining percentコマンドでは、インターフェイスで使用可能な全帯域幅の相対
パーセンテージとして帯域幅を割り当てることができます。このコマンドにより、トラフィッ

クのクラスに割り当てられる帯域幅のパーセンテージ（相対値）を指定できます。たとえば、

利用可能な帯域幅の 30%を class1に割り当て、利用可能な帯域幅の 60%を class2に割り当て
るように指定できます。基本的に、トラフィッククラスに割り当てられる帯域幅の割合を指定

していることになります。この場合の比率は 1対 2（class1に 30%、class2に 60%を割り当て）
です。この比率で指定した数字の合計が 100%を超えることはできません。この方法では、利
用できる全帯域幅の量を把握する必要はなく、各トラフィッククラスに割り当てるパーセン

テージを相対値として指定するだけです。

各トラフィッククラスは、残りの帯域幅の相対的なパーセンテージとして、最小帯域幅を取得

します。プライオリティキューが存在する場合はその必要な帯域幅と、リソース予約プロトコ

ル（RSVP）フローに必要な帯域幅が割り当てられた後の帯域幅が、残りの帯域幅となります。

これは相対的な帯域幅の割り当てであるため、トラフィッククラスの該当パケットに比例的な

重みが与えられるだけであり、帯域幅（kbps）が実際に使用可能かを決定するアドミッション
コントロールは実行されません。エラーチェックでは、クラスの全帯域幅のパーセンテージが

100%を超えないことだけがチェックされます。

プライオリティパーセンテージサポートによるLLQに対応するための
priorityコマンドへの変更

この機能でも、priorityコマンドに percentキーワードが追加されます。priority percentコマ
ンドは、インターフェイスの全帯域幅のパーセンテージとして帯域幅が割り当てられることを

示します。priority percentコマンドで percentage引数を使用して、割り当てるパーセンテージ
（1～ 100の数値）を指定できます。

bandwidthコマンドと異なり、priorityコマンドは、トラフィッククラスに対して絶対的な優
先順位を与え、高優先順位トラフィッククラスの低遅延を保証します。

プライオリティパーセンテージサポートによるLLQでの帯域幅の計算
bandwidthコマンドと priorityコマンドを使用して、エンティティで使用可能な帯域幅の合計
量を計算する場合は、次の注意事項に従ってください。
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•エンティティが物理インターフェイスの場合、合計帯域幅は、物理インターフェイス上の
帯域幅です。

•エンティティがシェーピングされた ATM PVCである場合、全帯域幅は次のように計算さ
れます。

•可変ビットレート（VBR）VCの場合、計算に平均シェーピングレートが使用されま
す。

•使用可能ビットレート（ABR）VCでは、計算には最小シェーピングレートが使用さ
れます。

プライオリティパーセンテージサポートによるLLQの設
定方法

帯域幅パーセンテージの指定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. policy-map policy-map
4. class {class-name | class-default}
5. priority {bandwidth-kbps | percent percentage}[burst]
6. bandwidth {bandwidth-kbps | percent percentage | remaining percent percentage}
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Router# configure terminal

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。ポリシーマップコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

policy-map policy-map

例：

Router(config)# policy-map policy1

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

•ポリシーマップ名を入力します。名前には、40
文字までの英数字を使用できます。

ポリシーを設定または変更できるようにクラスを指

定します。ポリシーマップクラスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

class {class-name | class-default}

例：

Router(config-pmap)# class class1

ステップ 4

•クラス名を入力します。

ポリシーマップに属するトラフィックのクラスにプ

ライオリティを与えます。

priority {bandwidth-kbps | percent percentage}[burst]

例：

ステップ 5

•プライオリティのパーセンテージを入力しま
す。

Router(config-pmap-c)#

priority percent 10

ポリシーマップに属するトラフィックのクラスの帯

域幅を指定します。

bandwidth {bandwidth-kbps | percent percentage |
remaining percent percentage}

例：

ステップ 6

•帯域幅のパーセンテージを入力します。

Router(config-pmap-c)#

bandwidth percent 30

（任意）ポリシーマップクラスコンフィギュレー

ションモードを終了し、特権EXECモードに戻りま
す。

end

例：

ステップ 7

例：

Router(config-pmap-c)#

end

帯域幅パーセンテージの確認

手順の概要

1. enable
2. show policy-map policy-map
3. show policy-map policy-map class class-name
4. show policy-map interface type number
5. exit

プライオリティパーセンテージサポートによる低遅延キューイング

5

プライオリティパーセンテージサポートによる低遅延キューイング

帯域幅パーセンテージの確認



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

（オプション）指定したサービスポリシーマップ

の全クラスの設定、またはすべての既存ポリシー

マップに関する全クラスの設定を表示します。

show policy-map policy-map

例：

Router#
show policy-map policy1

ステップ 2

•コンフィギュレーション全体が表示されたポリ
シーマップの名前を入力します。

（任意）指定したポリシーマップの指定したクラス

の設定を表示します。

show policy-map policy-map class class-name

例：

ステップ 3

•ポリシーマップ名とクラス名を入力します。
Router#
show policy-map policy1 class class1

（任意）指定されたインターフェイスまたはサブイ

ンターフェイス、またはインターフェイス上の特定

show policy-map interface type number

例：

ステップ 4

のPVCのどちらかで、すべてのポリシーに対して設
Router#
show policy-map interface serial4/0/0

定されたすべてのクラスのパケット統計値を表示し

ます。

•インターフェイスタイプと番号を入力します。

（任意）特権 EXECモードを終了します。exit

例：

ステップ 5

Router# exit

プライオリティパーセンテージサポートによるLLQの設
定例

例：帯域幅パーセンテージの指定

次の例では、priority percentコマンドを使用して、「voice-percent」というクラスの帯域幅の
パーセンテージを 10%に指定しています。続いて、bandwidth remaining percentコマンドを
使用して、「data1」というクラスの帯域幅のパーセンテージを 30%に、「data2」というクラ
スの帯域幅のパーセンテージを 20%に、それぞれ指定します。

プライオリティパーセンテージサポートによる低遅延キューイング
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Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class voice-percent
Router(config-pmap-c)# priority percent 10
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class data1
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 30
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class data2
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 20
Router(config-pmap-c)# end

この設定の結果、「voice-percent」のクラスにインターフェイスの帯域幅の 10%が保証されて
います。「data1」および「data2」と呼ばれるクラスには、残りの帯域幅の 30%と 20%がそれ
ぞれ割り当てられます。

例：非プライオリティトラフィックの帯域幅単位の混在

非プライオリティトラフィックの特定のクラスに対する帯域幅の指定に特定の単位（kbpsま
たはパーセンテージ）が使用されている場合、その同じポリシーマップ内の他の非プライオリ

ティクラスに対する帯域幅の指定には、同じ帯域幅単位を使用する必要があります。同じポリ

シーマップ内の帯域幅単位は同じであることが必要です。ただし、プライオリティクラス内

でのpriorityコマンドの単位は、非プライオリティクラスの帯域幅単位と異なっていてもかま
いません。同じ構成に複数のポリシーマップを含めることができ、この場合は異なる帯域幅単

位を使用できます。

次のサンプル設定には、policy1、policy2、policy3という 3つのポリシーマップが含まれてい
ます。policy1と呼ばれるポリシーマップと policy2と呼ばれるポリシーマップでは、帯域幅が
パーセンテージで指定されています。一方、policy3と呼ばれるポリシーマップでは、帯域幅
が kbps単位で指定されています。

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class voice-percent
Router(config-pmap-c)# priority percent 10
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class data1
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 30
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class data2
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# policy-map policy2
Router(config-pmap)# class voice-percent
Router(config-pmap-c)# priority percent 10
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class data1
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 30
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class data2
Router(config-pmap-c)# bandwidth remaining percent 20
Router(config-pmap-c)# exit
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Router(config-pmap)# exit
Router(config)# policy-map policy3
Router(config-pmap)# class voice-percent
Router(config-pmap-c)# priority 500
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class data1
Router(config-pmap-c)# bandwidth 30
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# class data2
Router(config-pmap-c)# bandwidth 20
Router(config-pmap-c)# end

例：帯域幅パーセンテージの確認

次の showpolicy-map interfaceコマンドの出力例では、「class1」というクラスにインターフェ
イス帯域幅の 50%が保証され、「class2」というクラスに 25%が保証されていることを示して
います。この出力には、帯域幅の量がパーセンテージと kbpsの両方で示されています。

Router# show policy-map interface
serial3/2/0
Serial3/2/0
Service-policy output:policy1
Class-map:class1 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match:none
Weighted Fair Queueing
Output Queue:Conversation 265
Bandwidth 50 (%)
Bandwidth 772 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

Class-map:class2 (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match:none
Weighted Fair Queueing
Output Queue:Conversation 266
Bandwidth 25 (%)
Bandwidth 386 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
(pkts matched/bytes matched) 0/0
(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

Class-map:class-default (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match:any

この例では、シリアルインターフェイス s3/2/0に合計 1544 kbpsの帯域幅があります。輻輳時
には、リンク帯域幅の 50%（772 kbps）が「class1」クラスに保証され、リンク帯域幅の 25%
（386 kbps）が「class2」クラスに保証されます。
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Command Reference』

QoSコマンド：コマンド構文の詳細、コマンド
モード、コマンド履歴、デフォルト設定、使用

上のガイドライン、および例

「Applying QoS Features Using the MQC」モ
ジュール

LLQ

標準

タイト

ル

標準

--新しい規格または変更された規格はサポートされていません。また、既存の規格に

対するサポートに変更はありません。

MIB

MIBのリンクMIB

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

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

サポートされる新規のMIBまたは変更
されたMIBはありません。またこの機
能による既存MIBのサポートに変更は
ありません。

RFC

タイト

ル

RFC

--新しい RFCまたは変更された RFCはサポートされていません。また、既存の RFC
に対するサポートに変更はありません。
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テクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれたTechnical Assistanceの場合★右

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

らのリソースは、ソフトウェアをインストー

ルして設定したり、シスコの製品やテクノロ

ジーに関する技術的問題を解決したりするた

めに使用してください。このWebサイト上の
ツールにアクセスする際は、Cisco.comのログ
イン IDおよびパスワードが必要です。

プライオリティパーセンテージサポートによるLLQの機
能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

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。

表 1 :プライオリティパーセンテージサポートによる低遅延キューイングの機能情報

機能情報リリース機能名

この機能を使用すると、低遅延キューイング（LLQ）内の
パーセンテージとして帯域幅を設定できます。具体的に

は、物理インターフェイス、シェーピング済み ATM相手
先固定接続（PVC）、ポリシーマップが接続されている
シェーピング済みフレームリレー PVCなどのエンティ
ティに割り当てる帯域幅のパーセンテージを指定すること

ができます。その結果、ポリシーマップに関連付けられ

たトラフィックが優先的に扱われます。

この機能は、Cisco ASR 1000シリーズルータで導入され
ました。

次のコマンドが導入または変更されました：bandwidth
（ポリシーマップクラス）、priority

Cisco IOSXE
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