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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。

IPv6選択的パケット廃棄に関する情報

IPv6での SPDの概要
SPDメカニズムは、RP上でプロセスレベル入力キューを管理します。SPDでは、プロセスレ
ベルキューに輻輳が発生している間、ルーティングプロトコルパケットや、その他の重要な

トラフィック制御レイヤ 2キープアライブが優先されます。
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SPDステートチェック

RP上の IPv6プロセス入力キューでは、SPDステートチェックが実行されます。IPプレシデ
ンスが6などのプライオリティの高いパケットは、SPDの対象にはならず、決してドロップさ
れることはありません。一方、それ以外のすべてのパケットは、IPv6パケット入力キューの長
さと SPDステートに従ってドロップされる可能性があります。SPDステートには次の種類が
あります。

• Normal：プロセス入力キューの長さは、SPDの最小しきい値未満です。

• Random drop：プロセス入力キューの長さは、SPDの最小しきい値と最大しきい値の間で
す。

• Max：プロセス入力キューの長さは、SPD最大しきい値と同じです。

プロセス入力キューのサイズによってSDPステートがnormal（ドロップなし）か、randomdrop
か、maxかが決まります。プロセス入力キューがSPDの最小しきい値よりも小さい場合、SPD
は何も行わず、normalステートになります。normalステートでは、パケットはドロップされま
せん。入力キューが最大しきい値に到達すると、SPDはmaxステートになります。このステー
トでは、通常プライオリティのパケットが廃棄されます。入力キューが最小しきい値と最大し

きい値の間にある場合、SPDは random dropステートになります。このステートでは、通常パ
ケットがドロップされることがあります。

SPDモード

none（デフォルト）、aggressive drop、および OSPFの 3つのIPv6 SPDモードがサポートされ
ています。aggressive dropモードでは、IPv6が random dropステートのとき、フォーマットに
誤りのあるパケットはドロップされます。OSPFモードでは、OSPFパケットが SPDプライオ
リティで処理されるメカニズムが提供されます。

SPDヘッドルーム

SPDでは、通常の IPv6パケットの動作は変更されません。一方、ルーティングプロトコルパ
ケットは、SPDが IPv6precedenceフィールドで認識するため、より高いプライオリティが与え
られます。したがって、IPv6プレシデンスが6に設定されていると、そのパケットが優先され
ます。

SPDでは、プレシデンスが6の IPv6パケットを優先させるために、それらを通常の入力キュー
制限を超えてプロセスレベル入力キューにキューイングすることを Cisco IOSソフトウェアに
許可します。通常の制限を超えて許可されるパケットの数は、SPDヘッドルームと呼ばれま
す。SPDヘッドルームのデフォルトは100です。つまり、プレシデンスの高いパケットは、入
力保持キューのサイズが 175（入力キューのデフォルトサイズ + SPDヘッドルームサイズ）
よりも小さければドロップされません。

内部ゲートウェイプロトコル（IGP）とリンクの安定性は微妙で重要なので、これらのパケッ
トには最も高いプライオリティと、デフォルトで 10パケットの追加 SPDヘッドルームが与え
られます。これらのパケットは、入力保持キューのサイズが185（入力キューのデフォルトサ
イズ + SPDヘッドルームサイズ + SPD拡張ヘッドルーム）未満であれば、ドロップされませ
ん。
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Connectionless Network Service Intermediate System-to-Intermediate System（CLNS IS-IS）パケッ
ト、PPPパケット、およびハイレベルデータリンクコントロール（HDLC）キープアライブの
ような非 IPv6パケットは、レイヤ 3でなくレイヤ 2であるために通常のプライオリティとし
て扱われます。さらに、レイヤ 3以上で動作する IGPには、通常の IPv6パケットよりも高い
プライオリティが与えられますが、これはボーダゲートウェイプロトコル（BGP）パケット
と同じプライオリティです。したがって、BGP輻輳中または BGPアクティビティが非常に活
発な間は、IGPの Helloパケットや KeepAliveパケットがドロップされ、それによって IGP隣
接が失敗することがあります。

IPv6選択的パケット廃棄の設定方法

SPDプロセス入力キューの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 spd queue max-threshold value
4. ipv6 spd queue min-threshold value
5. exit
6. show ipv6 spd

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

SPDプロセス入力キュー内の最大パケット数を設定
します。

ipv6 spd queue max-threshold value

例：

ステップ 3

Router(config)# ipv6 spd queue max-threshold 60000

IPv6SPDプロセス入力キュー内の最小パケット数を
設定します。

ipv6 spd queue min-threshold value

例：

ステップ 4

Router(config)# ipv6 spd queue max-threshold 4094
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目的コマンドまたはアクション

ルータを特権 EXECモードに戻します。exit

例：

ステップ 5

Router(config)# exit

IPv6 SPD設定を表示します。show ipv6 spd

例：

ステップ 6

Router# show ipv6 spd

SPDモードの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 spd mode {aggressive | tos protocol ospf}

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

IPv6 SPDモードを設定します。ipv6 spd mode {aggressive | tos protocol ospf}

例：

ステップ 3

Router(config)# ipv6 spf mode aggressive

SPDヘッドルームの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
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3. spd headroom size
4. spd extended-headroom size
5. exit
6. show ipv6 spd

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

SPDヘッドルームを設定します。spd headroom size

例：

ステップ 3

Router(config)# spd headroom 200

拡張 SPDヘッドルームを設定します。spd extended-headroom size

例：

ステップ 4

Router(config)# spd extended-headroom 11

ルータを特権 EXECモードに戻します。exit

例：

ステップ 5

Router(config)# exit

IPv6 SPD設定を表示します。show ipv6 spd

例：

ステップ 6

Router# show ipv6 spd
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IPv6選択的パケット廃棄の設定例

例：SPDプロセス入力キューの設定
次に、SPDプロセス入力キュー設定の例を示します。最大プロセス入力キューしきい値は60,000
で、SPDステートは normalです。ヘッドルームおよび拡張ヘッドルームの値は、デフォルト
です。

Router# ipv6 spd queue max-threshold 5000
Router# show ipv6 spd

Current mode: normal
Queue max threshold: 60000, Headroom: 100, Extended Headroom: 10
IPv6 packet queue: 0

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

『IPv6 Configuration Guide』IPv6アドレッシングと接続

『Master Commands List, All
Releases』

Cisco IOSコマンド

『IPv6 Command Reference』IPv6コマンド

IPv6機能のマッピングCisco IOS IPv6機能

標準および RFC

タイトル標準/RFC

IPv6
RFCs

IPv6に関するRFC
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6-cr-book.html
http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_IOS_IPv6_Feature_Mapping


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。

IPv6選択的パケット廃棄の機能情報
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。
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表 1 : IPv6選択的パケット廃棄の機能情報

機能情報リリース機能名

SPDメカニズムは、RP上でプ
ロセスレベル入力キューを管

理します。SPDでは、プロセ
スレベルキューに輻輳が発生

している間、ルーティングプ

ロトコルパケットや、その他

の重要なトラフィック制御レ

イヤ 2キープアライブが優先
されます。

次のコマンドが導入または変

更されました。clear ipv6spd、
debug ipv6 spd、ipv6 spd
mode、ipv6 spd queue
max-threshold、ipv6 spd queue
min-threshold、monitor
event-trace ipv6 spd、show ipv6
spd、spd extended-headroom、
spd headroom

Cisco IOS XEリリース 2.6IPv6：完全な選択的パケット
廃棄のサポート
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