
カスタムキューイングの設定

このモジュールでは、ルータにQoSカスタムキューイング（CQ）を設定する作業について説
明します。

CQはトンネルではサポートされません。（注）

•機能情報の確認（1ページ）
•カスタムキューイング設定作業リスト（1ページ）
•カスタムキューイングの設定例（4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。

カスタムキューイング設定作業リスト
ネットワークでCQをイネーブルにするには、必要な基本手順に従う必要があります。また、
カスタムキューにパケットを割り当てる方法として、プロトコルタイプ、パケットがルータ

に入力されるインターフェイス、または指定したそのほかの条件のいずれに基づくかを選択で

きます。

CQでは、プライオリティキューイング（PQ）で提供されない均等性が実現されます。CQを
使用すると、キューに保存される平均トラフィックを調整できない場合に、インターフェイス
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上の空き帯域幅を制御できます。それぞれの出力キューに関連付けられるのは設定可能なバイ

トカウントであり、これによりシステムが次のキューに移動する前に現在のキューから送信す

るバイト数が指定されます。特定のキューが処理されているとき、送信されたバイト数が

queue-list queue byte-countコマンド（次のカスタムキューの最大サイズの指定（2ページ）
参照）で定義されるキューのバイトカウントを超えるまで、またはキューが空になるまで、パ

ケットが送信されます。

CQを設定するには、以下の項で説明する作業を実行します。

カスタムキューの最大サイズの指定

目的コマンド

各カスタムキューに許可するパケットの最大数を指定し

ます。limit-numbe r引数は、常時キューイングできるパ
ケット数を指定します。範囲は 0～ 32767です。デフォ
ルトは 20です。

Router(config)# queue-list
list-number queue queue-number

limit limit-number

キューごとに転送される平均バイト数を指定します。

byte-count-number引数は、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を指定し

ます。

Router(config)# queue-list
list-number queue queue-number

byte-count byte-count-number

カスタムキューへのパケットの割り当て

目的コマンド

プロトコルタイプに基づいてキューイングの優先順位を設

定します。

シスコがサポートするすべてのプロトコルを使

用できます。queue-keyword変数の追加オプショ
ンとしては、バイトカウント、TCPサービスお
よびポート番号の割り当ての他、AppleTalk、IP、
IPX、VINES、XNSのアクセスリスト割り当て
などがあります。

（注）

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。

（注）

Router(config)# queue-list
list-number protocol
protocol-name queue-number
queue-keyword keyword-value

特定のインターフェイスから着信するパケットに基づいて

CQを確立します。Router(config)# queue-list
list-number interface
interface-type interface-number
queue-number
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目的コマンド

カスタムキューリストの他の規則に一致しないパケット

用にキュー番号を割り当てます。
Router(config)# queue-list
list-number default
queue-number

カスタムキューリストの定義

手順の概要

1. Router(config)# interfaceinterface-type interface-number
2. Router(config-if)# custom-queue-listlist

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを指定し、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。

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

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。リストの引数は1～16の任意の数です。
デフォルトの割り当てはありません。

Router(config-if)# custom-queue-listlistステップ 2

priority-listコマンドの代わりに
custom-queue-listコマンドを使用します。
1つのインターフェイスに 1つのキューリ
ストのみを割り当てることができます。

（注）

カスタムキューリストのモニタリング

目的コマンド

特定のインターフェイスまたは仮想回線（VC）の
キュー内にあるパケットカウントを表示します。

Router# show queue interface-type
interface-number

CQリストのステータスを表示します。
Router# show queueing custom

CQがイネーブルの場合、カスタム出力キューの現在
のステータスを表示します。

Router# show interfaces
interface-type interface-number
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カスタムキューイングの設定例

例：カスタムキューリストの定義

次の例は、カスタムキューリスト番号 3をシリアルインターフェイス 0に割り当てる方法を
示しています。

interface serial 0
custom-queue-list 3

例：カスタムキューの最大指定サイズ

次の例では、各カスタムキューで許可されるパケットの最大数を指定しています。キュー 10
のキュー長は、デフォルトの 20パケットから 40パケットに増加されます。

queue-list 3 queue 10 limit 40

キュー長の制限は、同時にキューに保存できるパケットの最大数です。範囲は、0～ 32767
キューエントリです。

次に、キューリスト 9のキュー番号 10について 1500というデフォルトのバイトカウントか
ら 1400に減らす例を示します。

queue-list 9 queue 10 byte-count 1400

バイトカウントで、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の最低

数を指定します。

例：カスタムキューに割り当てられるパケット

次に、プロトコルタイプまたはインターフェイスタイプによってカスタムキューにパケット

を割り当て、一致しないパケットの場合にはデフォルト値を割り当てる例を示します。

プロトコルタイプ

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、UserDatagramProtocol（UDP）ドメインネームサービス（DNS）パケットをキュー
番号 3に割り当てています。
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queue-list 4 protocol ip 3 udp 53

インターフェイスタイプ

この例では、キューリスト 4により、シリアルインターフェイス 0に入力されるパケットに
キューイングプライオリティが確立されます。割り当てられたキュー番号は 10です。

queue-list 4 interface serial 0 10

デフォルトキュー

他の割り当て規則に一致しないパケットにデフォルトキューを指定できます。この例では、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
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