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概要
Cisco IOS XEデバイスでは、出力インターフェイスまたは QoSキューに入れられるパケット
が、専用のメモリにを格納されます。メモリは、個別のインターフェイスによって切り分けら

れたり所有されるのではなく、すべてのインターフェイスが利用できるグローバルプールとし

て扱われます。

キュー制限により、特定のキューの深さが制限されます。これは、2つの目的に適います。1
つ目は、個々のキューが使用可能なパケットメモリの量を制限することです。これにより、他

のインターフェイスまたはキューもこの共有リソースに公平にアクセスできる状態が確保され

ます。2つ目は、キューが輻輳状態のときに格納されるデータ量を制限することです。これに
より、そのキュー内のアプリケーションに対して発生する遅延が制限されます。

パケットをキューに入れる準備ができると、そのキューの現在の深さと設定されているキュー

制限が確認されます。前者がすでに後者に達している場合は、パケットがドロップされます

（テールドロップ）。

キュー制限
ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータ（以前のASR 1000シリーズルータ）の
パケットメモリは共有リソースです。個々のインターフェイスおよびキューがこのメモリの一

部に割り当てられることはありません。むしろ、それらは、先着順ですべてのキューが利用可

能なグローバルプールを表します。

キュー制限とWRED
1



個々のキューが共有パケットメモリに格納できるデータ量を制御するために、キュー制限

（キューごとに設定可能な値）が使用されます。これは、2つの目的に適います。1つ目は、
キューがほぼ満杯になるまで、着信パケットの遅延を制限することです（場合によっては、受

信側でパケットが実用的でなくなるほど低速でパケットを配信するよりもドロップする方が適

していることがあります）。2つ目は、単一のインターフェイスが多数のパケットを共有メモ
リに格納するために他のインターフェイスが使用できるメモリがなくなる可能性がないように

することです。

これにより、共有メモリが非常に効率的に管理されます。バッファのプールを事前に決められ

たサイズに切り分ける代わりに、このハードウェアは、メモリブロック（元のQFPでは 32バ
イトのブロック）を管理し、パケットを格納するために必要な最小ブロック数を割り当てま

す。

次の表に、プラットフォームによるパケットメモリの量と設定可能な最大キュー数の違いを示

します。

最大キュー数パケットメモリESP（埋め込み型サービスプ
ロセッサ）ルータハードウェ

ア

16,00064 MBASR1001

16,000512 MBASR1001-X

64,00064 MBASR1002-F

116,000512 MBASR1002-X

64,00064 MBESP5

128,000128 MBESP10

128,000256 MBESP20

128,000256 MBESP40

232,000*1 GB（512 MB X 2）ESP100

464,000*2 GB（512 MB X 4）ESP200

ESP100および ESP200の場合、物理ポートは ESPカード上の特定の QFP（Quantum Flow
Processor）コンプレックスに関連付けられます。すべてのキューを最大限に使用するには、そ
れらをシャーシ内の異なるスロットと SPAに分散させる必要があります。

ASR 1000シリーズルータのパケットメモリの量は、さまざまな要因（コスト、テクノロジー
のアベイラビリティ、重視される事柄など）によって決まります。QFPが最初にリリースされ
たときは、パケットメモリに必要な1秒間に数十ギガビットの読み取り（および書き込み）を
処理するために使用できるメモリテクノロジーの選択肢はほとんどありませんでした。メモリ

が速度要件に対処できたとしても、サイズの選択肢は限られており、モジュールのコストも非

常に高いため、より多くのメモリを搭載したシステムを設計することは可能でしたが、それは

現実的な利点のない非常に高価なものでした。
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サポートされるキューの数だけでなく、パケットがシステムに出入り可能なレートも考慮する

必要があります。たとえば、ESP10の場合、「128MBと 128,000のキュー」は「1キューあた
り 1KBのメモリ」と言い換えることができます。128,000のキューのすべてを同時に輻輳させ
ることが決してない場合、このことは大きな意味を持ちません。

ただし、サイズを別の観点から見ると、ESP10は 10Gbpsの最大レートでデータを送受信でき
ます。この速度では 128 MBのメモリによって 100ミリ秒を超えるバッファリングが提供さ
れ、これは非常に妥当な値です。

これらのことから、システム内のすべてのキュー制限を合計することはオーバーサブスクライ

ブになると明らかに予測されます。

図 1 :キュー制限

パケットの出力インターフェイスを決定すると、そのインターフェイスのキュー情報が分かり

ます。そのキューに、パケットのスケジューリング長を含む小さなパケットハンドルと、共有

パケットメモリ内のパケットが格納される場所を示すポインタを配置します。実際のパケット

自体は共有パケットメモリに格納されます。
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テールドロップ

パケットのエンキュー時には、最初に、設定されているキュー制限と、そのインターフェイス

が現在バッファしているデータの量（瞬間キュー深度）が確認されます。

図 2 :テールドロップ

キューの深さが、事前設定された制限にすでに達している場合は、パケットがドロップされ、

テールドロップが記録されます。

QoSが設定されていない場合は、show interfaceコマンドの出力でドロップを確認できま
す。

QoSが設定されている場合は、show policy-map interfaceのクラス出力でドロップを確認で
きます。

図に示されているように、テールドロップは、パケットを格納するメモリが存在しないことを

意味するわけではなく、キューが、格納可能なデータ量の個別の上限にすでに達していること

を意味します。
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リソース不足のドロップ

キューがまだ個別のキュー制限に達していないものの、共有パケットメモリが満杯になってい

る可能性がある場合は、エンキュー時に別のシナリオが考えられます。この場合、パケットを

格納する場所が存在しない場合は、そのパケットをドロップする必要があります。このドロッ

プは「バッファなし」ドロップとして記録され、リソース不足（OOR）状態として Syslogに
レポートされます。

図 3 : ORRドロップ

OORドロップがごくまれにしか発生しない場合は、それらを無視できます。ただし、これが
通常の状態となっている場合は、キュー制限を調べて、個別のキューまたはインターフェイス

で過剰な量のメモリの消費が可能になっていないか確認する必要があります。この状況を回避

するには、1つ以上のキューのキュー制限を低くする必要がある場合があります。

プライオリティパケット用に予約されるメモリ

「パケットメモリが100%消費される場合」という言い方は、実際には正確ではありません。
一部のパケット（プライオリティクラスのパケットや pak_priorityパケット）は他のパケット
よりも重要であるため、それらの重要なパケットをメモリに格納するために常にメモリにス

ペースを確保することが望まれます。これを実現するには、通常データのキューからのパケッ

トを総パケットメモリの 85 %に制限します。
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図 4 :プライオリティパケット用に予約されるメモリ

上の図は、プライオリティパケットとデータパケットの処理方法の違いを示しています。こ

のシナリオでは、パケットメモリの 85%が消費されています。通常のデータパケットが着信
すると、OORしきい値に達しているためにドロップされます。ただし、プライオリティパケッ
トが着信すると、利用可能な物理スペースがあるため、引き続きエンキューされます。

プライオリティパケットがメモリの小さなスペースの制限されていないことに注意してくださ

い。その代わりに、メモリがほぼ満杯になると非プライオリティパケットがドロップされま

す。

バイタルしきい値

メモリ使用率が 98%を超えるとプライオリティパケットを含むすべてのユーザトラフィック
をドロップする第2レベルの保護も提供されます。これは「バイタルしきい値」と呼ばれ、内
部制御パケット（システム内の異なる制御プロセッサ間を移動する必要がある可能性のあるイ

ンバンドパケット）をエンキューすることを可能にします。プライオリティパケットは、通

常、キューに入れられると転送されるため、98%のしきい値を超えることは予期されません。

show platform hardware qfp active bqs 0 packet-buffer utilizationコマンドを使用すると、シス
テム内のメモリ容量とそのメモリのリアルタイム使用率を確認できます。

show platform hardware qfp active bqs 0 packet-buffer utilization
Packet buffer memory utilization details:
Total: 256.00 MB
Used : 2003.00 KB
Free : 254.04 MB

Utilization: 0 %
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Threshold Values:
Out of Memory (OOM) : 255.96 MB, Status: False
Vital (> 98%) : 253.44 MB, Status: False
Out of Resource (OOR) : 217.60 MB, Status: False

ASR1000シリーズアグリゲーションサービスルータでは、すべてのキューイング、スケジュー
リング、およびパケットメモリ管理は専用ハードウェアによって実行されます。パケットがエ

ンキューされるときに、ソフトウェアからハードウェアに制御が渡されます。ハードウェア、

特にBQS（バッファリング、キューイング、およびスケジューリング）サブシステムがメモリ
を管理するため、そのハードウェアによって、各キューがパケットメモリに現在格納している

データの量がモニタされます。パケットにエンキューできるようになると、ハードウェアに対

して現在のステータスのクエリが行われます。ハードウェアは、そのキューの瞬間キュー深度

と平均キュー深度をレポートします。その後、ソフトウェアによって、エンキューを続行する

かパケットをドロップするかが決定（およびレポート）されます。テールドロップの決定は、

ハードウェアによってレポートされる瞬間キュー深度を使用して行われます。一方、WREDで
は、平均キュー深度が使用されます（平均キュー深度（17ページ）を参照）。

図 5 :バイタルしきい値

パケットモードとバイトモード

ハードウェアは、パケットモードとバイトモードのいずれかで動作します。ハードウェアが

瞬間キー深度や平均キュー深度がレポートするときは、それらがパケット単位またはバイト単

位でレポートされますが、両方でレポートされることはありません。このモードはキューの作

成時に設定され、ポリシーマップを削除して適用しなおさないかぎり変更できません。

上の図は、一部の QoS機能がソフトウェアで実行され、その他の機能がハードウェアで実行
される仕組みを示しています。エンキューは、実際には2つの境界で行われます。ソフトウェ
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アは、ハードウェアからキューの深さに関する情報を受信し、パケットをドロップするかパ

ケットをパケットメモリに移動させてキューにパケットハンドルを追加するかを決定します。

WREDはより高度な形式のドロップ判断であり、この章の後半で説明します。

デフォルトのキュー制限
次の図は、可変キュー制限の必要性を示しています。

図 6 :可変キュー制限

左側のキューは 1 Gbpsで処理されます。1000の 1,500バイトパケットが送信を待っている場
合、キューのドレインには12ミリ秒かかります。これは、ほぼ満杯のキューに到着したパケッ
トが転送される順番を待っている間に 12ミリ秒の遅延が発生する可能性があることを意味し
ます。

右側のスケジュールは T1インターフェイスを表しています。これは約 1.5 Mbpsで動作するか
なり遅いインターフェイスです。同じ 1000パケットが T1インターフェイスを介した送信を
待っている場合、キューのドレインには8秒かかります。明らかに、そのような遅延では、ほ
とんどのユーザ（およびアプリケーション）の要求に応えることができません。

図には、前述のキュー制限の2つ目の役割（キュー内のアプリケーションの遅延を制限するこ
と）が示されています。

デフォルトのキューモードとキュー制限を決定する方法は、QoSが設定されているかどうか
によって異なります。

可能なかぎり多くのユーザに適したデフォルトのキュー制限を選択しますが、それが常に最適

な選択であるとはかぎらないことに注意してください。システムで設定されている物理イン

ターフェイスと論理インターフェイスの数、キュー内のバーストトラフィックの量、キュー内

のアプリケーションの遅延要件などを考慮しない場合はデフォルトが優れた出発点となります

が、通常は、キュー制限をさらに調整します。
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Qosが設定されていない場合
スケジューリングに関する章では、QoSが設定されていない場合にすべてのパケットが「イン
ターフェイスデフォルトキュー」と呼ばれる単一のFIFOを通過することを説明しました。イ
ンターフェイスデフォルトキューのキュー制限はバイト単位で設定され、インターフェイス

速度に基づいて 50ミリ秒分のバッファリングとして計算されます（25ミリ秒が使用される
ESP-40は例外です）。

GigabitEthernetインターフェイスを例に説明します。このインターフェイスの速度は 1 Gbpsで
すが、内部オーバードライブにより 1.05 Gbpsで送信されます。

50ミリ秒分のバッファリングはバイト単位では、1.05 Gbps/8ビット（1バイト） * 0.05秒 =
6,562,500バイトです。

show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default interface gig1/0/0 | inc
qlimitコマンドを使用すると、インターフェイスデフォルトキューのキュー制限を表示でき
ます。

QoSが設定されている場合

MQC CLIを使用して作成されるキューは、デフォルトでパケットモードになります（これは
パケットモードが優れていることの承認ではなく歴史的な結果です）。

（注）

キュー制限の計算は、いくつかの要因に依存します。

キューがプライオリティキューの場合、デフォルトのキュー制限は 512パケットです。も
ちろん、これは大きな制限ですが、これらの値には意味がありません。キューアドミッショ

ン制御により、パケットが確実に、送信されるよりも低いレートでエンキューされるため、

プライオリティキューは常にほぼ空になります。そのため、キュー制限を任意に大きく設

定し、それをすべてのインターフェイス速度で使用することができます。

帯域幅キューについては、バッファリングされるデータの最大 50ミリ秒分を目標とします
が、低速キューでは、これが非常に少量のデータに当たるす可能性があるために例外にな

ります。送信されるデータの量（50ミリ秒単位）を計算するには、サービスの速度を知る
必要があります。インターフェイスデフォルトキュー（前述のように、QoSのないシナリ
オでは唯一の選択肢）の場合、これは単純です。つまり、1つのキューがインターフェイス
の帯域幅全体を「所有」します。QoSが設定されている場合は、状況が複雑になります。

まず、「可視帯域幅」の概念を導入する必要があります。これは設定から確定される値であ

り、これによって、かかっている負荷を考慮せずにキューのサービスレートが取得されます。

次の表は、使用されるコマンドに可視帯域幅がどのように依存するのかを示しています。

表 1 :使用されるコマンドに依存する可視帯域幅の表現

可視帯域幅コマンド

シェーピングレートshape
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可視帯域幅コマンド

帯域幅レートbandwidth

帯域幅レートshape and bandwidth

親から直接継承されます。

•ポリシーマップが物理インターフェイス
に適用されている場合、継承される値は

インターフェイス速度です。

•ポリシーが親シェーパーを持つ子ポリシー
である場合、可視帯域幅は親シェーピン

グレートになります。

bandwidth remaining

次に、ポリシーが適用されるインターフェイスの最大伝送ユニット（MTU）が必要です。パ
ケット単位（前述のように、これがデフォルトです）のキュー制限を設定しており、潜在的な

遅延を制限することが目的であるため、キューがMTUサイズのパケットで満杯になるという
最悪のシナリオを調べます（show interfaceコマンドの出力でMTUを確認します）。

可視帯域幅、MTU、およびバッファリングされるデータの最大 50ミリ秒分が与えられると、
キュー制限を次のように計算できます。

キュー制限 =（可視帯域幅/8ビット）* 50ミリ秒/MTU

GigabitEthernetインターフェイスで 100 Mbpsにシェーピングされるキューについて検討しま
す。可視帯域幅はシェーピングレート（100 Mbps）、MTUは 1500バイト（イーサネットタ
イプのインターフェイスで予期される値）になります。

キュー制限 = 100 Mbps/8ビット * 0.05秒/1500バイト = 416パケット

前述のように、低速キューは例外です。計算されたキュー制限が 64パケット未満の場合は、
キュー制限として 64パケットが使用されます。

デフォルトのキュー制限を計算する方法のより包括的な例について説明します。GigabitEthernet
インターフェイスに次のような階層型ポリシーマップが適用されるとします。

policy-map child
class voice
priority
police cir 10m

class mission-critical
bandwidth 50000

policy-map parent
class class-default
shape average 100m
service-policy child

interface GigabitEthernet1/0/0
service-policy out parent

完全を期すために、このポリシーマップのスケジューリング階層を次に示します。
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子ポリシーマップには、voice、mission-critical、および class-defaultの 3つのキューイングク
ラスがあります。それぞれ、次のようなものです。

voiceキューはプライオリティキューであるため、キュー制限はデフォルトで 512パケットで
す。

mission-criticalキューはbandwidthコマンドによって 50Mbpsのレートで設定されているため、
可視帯域幅は 50 Mbpsです（上の表を参照）。これはイーサネットタイプのインターフェイ
スであるため、MTUは 1500バイトです。

キュー制限 = 50 Mbps/8ビット * 0.05秒/1500バイト = 208パケット

暗黙の class-defaultはqueuingコマンドで設定されていませんが、暗黙の超過の重みはbandwidth
remaining ratio 1の設定と同じです。これは、class-defaultがその可視帯域幅を親から継承する
ことを意味します（上の表を参照）。親で 100 Mbpsの値によって設定されるシェープに注意
してください。そのため、子の class-defaultの可視帯域幅は 100Mbpsであり、前述のように、
このインターフェイスタイプのMTUは 1500バイトです。

キュー制限 = 100 Mbps/8ビット * 0.05秒/1500バイト = 416パケット
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均等化キューが設定されている場合

フローベースの均等化キューイングには、クラスに 16の個別フローキューが設定され、各フ
ローキューが同じキュー制限で設定される、フローベースの均等化キューイングが導入されて

います。デフォルトでは、この制限は、均等化キュー機能が設定されているクラスの可視帯域

幅に基づいて計算される値の 1/4です。

例として、前の設定例の class-defaultに均等化キューを追加します（アスタリスクを参照）。
policy-map child
class voice
priority
police cir 10m

class mission-critical
bandwidth 50000

class class-default ****
fair-queue ****

policy-map parent
class class-default
shape average 100m
service-policy child

interface GigabitEthernet1/0/0
service-policy out parent

以前は、親のシェーパーから継承された可視帯域幅に基づいて、class-defaultのキュー制限を
416パケットと計算しました。

フローベースの均等化キューイングが設定されているため、その 1つのクラスに対して 16の
フローキューが作成されます。各個別フローキューのキュー制限は、104パケット（計算され
た 416パケットの 1/4）に設定されます。

キュー制限とWRED
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キュー制限の変更
前述のように、プラットフォームによって設定されるデフォルトのキュー制限を大半のユーザ

に適用できますが、場合によってはそれらを調整する必要があります。

キュー制限を変更する理由と状況

キュー制限の調整になる一般的な状況は、OORドロップ、テールドロップが発生するバース
ト性の高いトラフィック、および遅延に関する問題の 3つです。

OORドロップが発生する場合は、その状況を回避するためにキュー制限を低下させる必要が
ある可能性があります。各帯域幅残存キューは親から可視帯域幅を継承することが予期される

ため、そのようなキューが多数作成されると OORドロップが発生する可能性があります。さ
らに、キュー制限をバイトモードに変更すると、特定のキューが消費できるパケットメモリ

の量をより詳細に制御できる場合があります。

場合によっては、長期的なストリームのレートがキューの最小サービスレートよりも小さいと

判明します。その場合でも、依然としてパケットのテールドロップが発生します。このこと

は、キュー制限を大幅に増やすことによって実験できます。システムのオーバーサブスクリプ

ションが原因である場合は、キュー制限をどれだけ大きくしてもテールドロップが発生しま

す。バースト性によってドロップが発生している場合は、パケット損失が発生しなくなりま

す。出発点として、キュー制限を2倍にすることをお勧めします。ドロップがなくなった場合
は、元のキュー制限の 1.5倍に減らすことを試みてください。このようにして、ドロップが発
生せず、OORの問題が発生する可能性のある不当に大きなキュー制限でもない値を探ります。
同じスケジュール内で非常に低いレートと高いレートを混在させることによって発生するスケ

ジュールのバースト性も原因になる可能性があることに注意してください。

最後に、キューが輻輳状態になったときの過度の遅延を避けるために、キュー制限を調整する

必要がある場合があります。可視帯域幅が約 15Mbps未満のキューがある場合、それらにはデ
フォルトの 64パケットの最小キュー制限が割り当てられます。低速インターフェイスに複数
のキューを追加すると、それらのキューの最低保証サービスレートが非常に低くなる可能性が

あります。この場合は、キュー制限をバイトモードに変更することをお勧めします。

QoSキューの場合
queue-limitコマンドを使用すると、キューイングアクション（帯域幅、帯域幅残存、プライ
オリティ、またはシェープ）を含む任意のクラスのキュー制限を変更できます。キュー制限

は、パケット数（デフォルト）、バイト数、または時間で指定できます（それぞれの例を説明

します）。次は、パケットモードで制限を設定する例です。

policy-map packet-mode-example
class critical-data
bandwidth percent 50
queue-limit 2000

キュー制限とWRED
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queue-limitコマンドを、バイトオプションを指定して使用すると（2つ目のオプション）、前
述のようにキューのモードがパケットからバイトに変更されます。この変更を実行するには、

ポリシーマップを削除して再適用（または設定を保存してルータをリロード）する必要があり

ます。WREDしきい値をバイト単位で指定する場合は、最初に queue-limitコマンドを使用し
てキューのモードをバイトに変更する必要があります。

policy-map byte-mode-example
class critical-data
bandwidth percent 50
queue-limit 5000 bytes

ポリシーがインターフェイスに適用されているときにキュー制限のモードを変更しようとする

と、エラーメッセージが表示されます。

queue-limit 5000 bytes
Runtime changing queue-limit unit is not supported,please remove service-policy first

（注）

3つ目のオプションは、キュー制限を時間（ミリ秒単位）で指定することです。実際には、ハー
ドウェアは、パケット単位またはバイト単位だけをサポートしています。ミリ秒単位で指定す

ると、ルータはこれをバイト単位に変換します。つまり、事実上モードをバイトに変更するこ

とになります。ルータはクラスの可視帯域幅を使用します（QoSが設定されている場合（9
ページ）を参照）。

policy-map time-mode-example
class critical-data
shape average 20m
queue-limit 50 ms

この例では、キューの可視帯域幅は 20 Mビット/秒（2.5 Mバイト/秒）です。2.5 Mバイト/秒
のレートの場合、50ミリ秒では 125000バイト（0.05秒 * 2.5 Mbps）のデータが生成されま
す。そのため、この例では、キュー制限を 125000バイトに設定します。show policy-map
interfaceコマンドの出力で計算された値を確認できます。

インターフェイスデフォルトキューの場合

QoSポリシーが適用されていないインターフェイスのキュー制限を直接変更することはできま
せん。従来の IOSでは、hold-queueコマンドによってこれが実現されました。IOS XEでは、
ホールドキューは IOSdデーモン内に存在しますが、通常のパケット転送パスは意味を持ちま
せん。ただし、非常に多くのルーティングピアを含むトポロジがあり、そのすべてのピアから

の同時更新を処理するために IOSd内でより多くのバッファリングが必要な場合は、ホールド
キューの調整が依然として、IOSdにパントされるパケットに対して意味を持ちます。

インターフェイスデフォルトキューのキュー制限を変更するために、class-defaultだけの単純
なポリシーマップを適用できます。

policy-map modify-interface-queue
class class-default
queue-limit 100 ms

!
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interface gigabitethernet1/0/0
service-policy out modify-interface-queue

WRED
WREDはキューの使用率をモニタする機能です。輻輳が発生している場合、WREDは、さら
なる輻輳を緩和するために、エンドポイントに信号を送るパケットをランダムにドロップして

転送レートを低下させます。

IPフローの弾力性への依存
WREDは、多数の IPフローの弾力性に依存します。この場合、「弾力性」は、受信者がパケッ
ト損失を検出したときに送信レートを増減させるフローを意味します。TCPは、弾力性の非常
に良い例です。TCPは、低速で動作を開始し、送信者の輻輳ウィンドウ（許可される未処理の
未確認トラフィックの量）を、受信者の最大受信ウィンドウサイズに達するかネットワーク内

のパケットを失うまで増加させます。後者の場合は、輻輳回避アルゴリズムに切り替わり、、

パケットを失うことなく達成可能な最大輻輳ウィンドウサイズの確定を試みます（詳細につい

ては、RFC 5681を参照）。

弾力性のあるトラフィックのもう一つの良い例はビデオです（任意のビデオストリーミング

アプリケーションを思い浮かべてください）。ビデオが開始されると、一般に、レートが上が

るにつれてビデオの品質が改善されます。アプリケーションがネットワークの容量を認識する

までレートが上がりつづけます。ネットワーク内でドロップが検出されると、レートの上昇が

停止し、優先されるネットワーク条件を考慮して可能な最高の品質が実現されます。

キュー制限とWRED
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WREDの仕組み
図 7 :

上の図は、WREDの仕組みを示しています。

ルータの背後に存在する送信者は、ネットワーク内の他の場所に存在する受信者にトラフィッ

クを送信します。WREDは、ルータをネットワークに接続するリンク（インターフェイス）で
設定されます。すべてのフローの送信レートの合計がリンク容量を超えると、そのインター

フェイスに対して設定されたキューへのパケットのバックアップが発生します。

テールドロップ（4ページ）で、キューのテールドロップしきい値について説明しました。
WREDは、下限（最小）しきい値を使用して、輻輳がいつ発生しているのかを判断します。
キューの深さがこのしきい値に達すると、キュースペースがまだ利用可能であっても、ランダ

ムにパケットがエンキューされずにドロップされます。このドロップのランダム特性により、

少数のフローからのみパケットがドロップされることが保証されます。

たとえば、最初にフロー 1から 1つのパケットがドロップされたとします。TCP（または任意
の弾力性トランスポートメカニズム）は、そのドロップを検出し、そのフローの送信レートを

低下させます。これにより、リンクレートが集約送信レートを超えると、キューの深さは減少

しはじめます。キューの深さがWREDの最小しきい値を下回ると、WREDはパケットのドロッ
プを中止します。

集約送信レートが依然としてリンクレートを超えている場合、キューの深さは増えつづけ、

WREDはパケットをランダムにドロップしつづけます。たとえば、フロー4からパケットがド
ロップされると、フロー 1とフロー 4の両方がバックオフされます。このプロセスは、輻輳を
緩和するために十分なストリームがバックオフされるまで継続されます。

キュー制限とWRED
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WREDのランダム要素により、すべてのフローが同時にバックオフされないことが保証されま
す。これが実行されると、多くの場合、再び同時に送信レートを上げることが試みられます。

その結果、すべての送信者が送信レートを上げ下げする「のこぎり歯効果」が発生します。ド

ロップするパケットがランダムに選択されることにより、異なるフローを異なるタイミングで

バックオフする必要があることを示す信号がランダムに送信されます。

平均キュー深度

WREDのこれまでの説明では、キューの深さが事前に決められたしきい値を超えたときに発生
するランダムドロップについて述べました。実際には、瞬間キュー深度ではなく、抑制された

平均キュー深度が使用されます。つまり、テールドロップのチェックには瞬間キュー深度が使

用され、WREDには平均キュー深度が使用されます。

インターネットトラフィックにはバースト性があるため、これは当然のことです。瞬間キュー

深度を使用して輻輳をモニタする場合、パケットが早急にドロップされるため、実際の輻輳で

はなくトラフィックにおける通常のバーストにも反応してしまう可能性がありました。

平均キュー深度における変動を抑制する方法を決定するために、WRED指数加重定数が使用さ
れます。。ルータは、平均キュー深度の現在の値を記憶します。パケットがエンキューステー

ジに到達するたびに、瞬間キュー深度が調べられ、平均キュー深度が再計算されます。平均

キュー深度の新しい値を計算する式は次のとおりです。

Avg = OldAvg +（Instantaneous - OldAvg）/2 ^指数加重定数

ここで、Avgは現在のエンキュー時間に計算された平均キュー深度、Instantaneousは現在の
キューの深さ、OldAvgは前回のエンキュー以降に記憶された以前に計算された平均です。

たとえば、OldAvgが 12.0パケット、Instantaneousが 14パケット（パケットのキューイング時
にモニタ）、指数加重定数が 6（ASR 1000ルータでのパケットモードWREDのデフォルト）
の場合、Avgは次のようになります。

Avg = 12 +（14 - 12）/2 ^ 6 = 12 + 0.03125 = 12.03125

キューがバイトモードで動作している場合の指数加重定数は 9です。（注）

その後、別のパケットがエンキューされます。その間にキューの先頭から1つのパケットが送
信された場合、瞬間キュー深度は 14のままになります。このとき、Avgの計算は次のように
なります。

Avg = 12.03125 +（14 – 12.03125）/2 ^ 6 = 12.03125 + 0.0308 = 12.06201

この例は、平均キュー深度が抑制されていることを示しています。瞬間キュー深度は、平均を

はるかに超えて大きくなる可能性があります。その結果、WRED最大しきい値は常にキュー制
限よりかなり小さくなります。この例には、キューの深さがある程度の時間一貫している場合

でも平均が瞬間値に収束するために必要な時間も示されています。このように平均キュー深度

を抑制することが、WREDがトラフィックの通常のマイクロバーストへの反応を回避する方法
です。
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指数加重定数の値の変更を検討するには、非常に高度な数学的知識を必要とします。そのよう

なことは「無駄に専門的なこだわり」であり、行わないでください。指数加重定数を変更する

コードは次のようなものですが、これを示すのは完全を期すためだけであり、使用は推奨され

ません。

policy-map ewc-example
class class-default
random-detect
random-detect exponential-weighting-constant 5

WREDしきい値とドロップ曲線
WREDのドロップ判断は、エンキュー時に計算される平均キュー深度を利用して行われます。

WREDを設定するときは、プレシデンス値（または DSCP、discard-classなど）ごとに、最小
しきい値、最大しきい値、およびドロップ確率を設定します。

次の図は、サンプルプレシデンス値のドロップ曲線を示しています。
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平均キュー深度の計算された値がWREDの最小しきい値よりも小さい場合、その範囲では
WREDによってパケットがドロップされません。

最小しきい値と最大しきい値の間の場合、その範囲ではWREDによってランダムにドロップ
されます。最小しきい値（ゼロ）から最大しきい値（設定されたWREDドロップ確率（デフォ
ルトでは 10パケットに 1つ））までドロップ確率が指数関数的に上昇していることを確認し
てください。この曲線は指数関数的なので、平均キュー深度が最小しきい値に近づくと、WRED
がドロップするパケットの数は非常に少なくなります。図に反映されているように、平均キュー

深度が増えるにつれてドロップ確率も増えます。平均キュー深度が分かれば、対応するドロッ

プ確率も分かります。その後、パケットがドロップされるかエンキューされるかが決定されま

す。

計算されるWRED平均キュー深度が最大しきい値を超える場合、パケットのWREDテールド
ロップが発生します。これはキュー制限テールドロップとは少し異なり、瞬間キュー深度では

なく平均キュー深度が利用されます。瞬間キュー深度がクラスのキュー制限に達すると、ド

ロップは、WREDテールドロップではなくキュー制限テールドロップとして記録されます。

WREDの「W」は加重を表すことに注意してください（一部のトラフィックは他のトラフィッ
クよりも積極的にドロップされる場合があります）。

次に、複数のドロップ曲線を使用する方法を示します。
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IPプレシデンス0のパケットが着信すると、ルータは黒色の曲線を適用してドロップ確率を計
算します。この例では、ドロップ確率は 100パケットに 1つとして計算されます。

IPプレシデンス1のパケットが着信すると、紫色の曲線が適用されます。同じ平均キュー深度
の場合、ドロップ確率がわずかに「500パケットに 1つ」であることが分かります。

各プレシデンス値に対してデフォルトの最大しきい値が同じであることに注意してください。

各プレシデンス値に対するWRED最小しきい値の違いは、プレシデンス 0のトラフィックの
ドロップが他のトラフィックのドロップよりも前に開始されることを意味します。さらに、ラ

ンダムドロップの範囲では、このトラフィックが特定のキューの深さでより積極的にドロップ

されます。
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WREDを設定すると、ドロップ曲線ごとに、最小しきい値、最大しきい値、およびドロップ確
率の適切な値がルータによって選択されます。これらの値は設定されたキュー制限に依存する

ため、インターフェイス速度が考慮されます。変更による影響を十分に理解していないかぎ

り、デフォルト値を使用することを強くお勧めします。

（注）

WRED：ドロップ曲線の変更
WREDモードに関係なく、個々のドロップ曲線を調整できます。同じコマンドを使用して、そ
のドロップ曲線の最小しきい値、最大しきい値、または最大しきい値でのドロップ確率を変更

できます。最小しきい値および最大しきい値とドロップ確率を使用して、ルータは、平均キュー

深度に対するドロップ確率を決定するために必要な指数曲線を作成できます。WREDパラメー
タの調整は一般的な作業ではありません。調整がそのクラスのアプリケーションに与える影響

を十分に理解していないかぎり試みないでください。ほとんどの使用例ではデフォルト値で十

分です。

WREDドロップ曲線を調整する場合は、しきい値をパケット数（デフォルト）、バイト数、ま
たは時間で指定できます。WRED設定をクラスに追加する前に、選択した単位でキュー制限を
設定する必要があります。また、キューがすでに目的のモードで動作している場合にのみ、そ

の単位のしきい値を変更できます。さらに、WREDがそのモードで動作している場合にかぎ
り、特定の DSCP、プレシデンス、または discard-classの値の曲線だけを変更できます。

前述のように、ドロップ確率は整数です。平均キュー制限が最大しきい値にある場合、パケッ

トは、その整数値に対して 1つの確率でドロップされます。たとえば、ドロップ確率が 20の
場合、パケットがWREDによってドロップされる確率は 20分の 1（5%）です。

ドロップ曲線を変更するためのコマンドは、次に示すように、random-detect
[dscp|precedence|discard-class] value min-threshold max-threshold drop-probabilityです。
policy-map tuneprecedence
class bulk-data
bandwidth remaining percent 30
random-detect
random-detect precedence 1 1301 2083 10

この例では、キューがパケットモード（デフォルト）で動作しており、WREDがプレシデン
スモード（デフォルト）で動作している場合に、プレシデンス 1とプレシデンス 2の最小しき
い値が区別されないように設定します。プレシデンス1の曲線を変更し、最小しきい値を1301、
最大しきい値を 2083、最大しきい値でのドロップ確率を 10パケットに 1つに設定します。

random-detect precedence 1 1301 2083 10

この場合も、show policy-map interfaceコマンドによって設定を確認できます。
show policy-map interface g1/0/0
GigabitEthernet1/0/0

Service-policy output: tuneprecedence

Class-map: bulk-data (match-all)
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0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: access-group name bulkdata
Queueing
queue limit 4166 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 0/0
bandwidth remaining 30%
Exp-weight-constant: 4 (1/16)
Mean queue depth: 1086 packets
class Transmitted Random drop Tail drop Minimum Maximum Mark

pkts/bytes pkts/bytes pkts/bytes thresh thresh prob

0 0/0 0/0 0/0 1041 2083 1/10
1 0/0 0/0 0/0 1301 2083 1/10
2 0/0 0/0 0/0 1301 2083 1/10
3 0/0 0/0 0/0 1431 2083 1/10
4 0/0 0/0 0/0 1561 2083 1/10
5 0/0 0/0 0/0 1691 2083 1/10
6 0/0 0/0 0/0 1821 2083 1/10
7 0/0 0/0 0/0 1951 2083 1/10

プレシデンス 1に新しい値が設定されていることに注意してください。

次に、キューが時間ベースモードで動作しており、WREDが DSCPモードで動作している場
合のしきい値の変更について説明します。具体的には、af21の最小しきい値が af11の最小し
きい値を超えるように設定します。この設定は次のようになります。

policy-map tunedscp
class bulk-data
bandwidth remaining percent 30
queue-limit 50 ms
random-detect dscp-based
random-detect dscp af21 22 ms 25 ms 10

show policy-map interfaceの出力によって設定を確認します。
show policy-map interface g1/0/0
GigabitEthernet1/0/0

Service-policy output: tunedscp

Class-map: bulk-data (match-all)
148826 packets, 223239000 bytes
5 minute offered rate 2358000 bps, drop rate 0000 bps
Match: access-group name bulkdata
Queueing
queue limit 50 ms/ 6250000 bytes
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 148826/223239000
bandwidth remaining 30%

Exp-weight-constant: 9 (1/512)
Mean queue depth: 0 ms/ 992 bytes
dscp Transmitted Random drop Tail drop Minimum Maximum Mark

pkts/bytes pkts/bytes pkts/bytes thresh thresh prob
ms/bytes ms/bytes

af11 96498/144747000 0/0 0/0 21/2734375 25/3125000 1/10
af21 52328/78492000 0/0 0/0 22/2750000 25/3125000 1/10
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DSCPベースのWREDでは、そのクラス内で検出されたDSCP値の曲線統計のみが表示されま
す（モード：プレシデンス、DSCP、discard-class（25ページ）を参照）。

プライオリティエンキューのWRED最大しきい値
WRED：ドロップ曲線の変更（21ページ）では、WRED曲線の最小しきい値を調整する方法
を示しました。別の選択肢として、最大しきい値を修正できます。その際、異なるDSCP値に
対して異なるしきい値を設定すると、輻輳の発生時に常に 1つのタイプのトラフィックをド
ロップすることを効果的に指定できます。

Af11を使用して契約内のバルクデータトラフィックを指定し、af12を使用して契約外バルク
データトラフィックを指定するとします。輻輳の発生時には、常に af12よりも af11を優先的
に処理する必要があります。af12に低いWRED最大しきい値を指定すると、このトラフィッ
クをドロップする一方で af11を依然としてエンキューすることが可能です。

次の設定では、af12の最大しきい値をデフォルトの 624パケット（この帯域幅で）から 580パ
ケットに変更します。

policy-map maxthreshold
class bulk-data
bandwidth percent 30
random-detect dscp-based
random-detect dscp af12 468 580 10

設定を確認します。

show policy-map interface g1/0/0
GigabitEthernet1/0/0

Service-policy output: maxthreshold

Class-map: bulk-data (match-all)
359826 packets, 539739000 bytes
5 minute offered rate 7208000 bps, drop rate 0000 bps
Match: access-group name bulkdata
Queueing
queue limit 1249 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 359826/539739000
bandwidth 30% (300000 kbps)
Exp-weight-constant: 4 (1/16)
Mean queue depth: 0 packets
dscp Transmitted Random drop Tail drop Minimum Maximum Mark

pkts/bytes pkts/bytes pkts/bytes thresh thresh prob

af11 154689/232033500 0/0 0/0 546 624 1/10
af12 205137/307705500 0/0 0/0 468 580 1/10

設定を見ると、平均キュー深度が 580パケットを超える場合にすべての af12パケットに対し
て WREDテールドロップが行われるものの af11パケットは依然としてエンキューされること
が分かります。

最大しきい値を変更するときは、動作が確実に予期どおりになるように注意してください。こ

の例の場合、輻輳が続き、平均キュー深度が580パケットを超えたままになると、輻輳が継続
している間にすべてのサービスの af12トラフィックが完全に枯渇します。
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ECN：明示的輻輳通知
明示的輻輳通知（ECN）は、IPプロトコルの拡張機能です。これにより、ネットワークは、パ
ケットを早期にドロップして輻輳を通知するのではなく、パケットをマークしてエンドポイン

トに輻輳を通知することができます。このようなパケットを受信すると、エンドポイントはそ

の輻輳通知を送信者にエコーバックします。

ECNモードはWREDで明示的にイネーブルにする必要があります。（注）

ECNを理解するには、まず IPヘッダーの TOSバイトを把握する必要があります。このバイト
は、本来は最上位 3ビットで IPプレシデンスビットを伝送するために使用されていました。
最近では、このバイトの最上位 6ビットでDSCPコードポイントを伝送するために使用されて
います。RFC3168では残りの 2ビットが ECNビットとして定義されています。

WREDをECNモードで設定すると、パケットをドロップする前にECNビットを確認するよう
になります。これらのビットが両方とも0に設定されている場合、ルータはエンドポイントが
ECNに対応していないと見なし、WREDはパケットをドロップして輻輳の発生を通知します。

どちらかの ECNビットが 1に設定されている場合、ルータはエンドポイントが ECNに対応し
ていると見なし、両方の ECNビットを 1に設定することによって、パケットをドロップする
のではなく発生した輻輳をマークできます。エンドポイントは、上位層プロトコルが本質的に

弾力性を持つ場合にのみ、トランスポートがECN対応であることを通知する必要があります。
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ルータは、パケットをマークするかドロップするかを判断するときに、ECNビットだけを調べ
ます。

（注）

次に、ECNモードでWREDを設定する例を示します。
policy-map ecn-example
class bulk-data
bandwidth remaining percent 30
random-detect dscp-based
random-detect ecn

モード：プレシデンス、DSCP、discard-class

WREDプレシデンスモード

WREDしきい値とドロップ曲線（18ページ）でドロップ曲線について説明しました。

WREDをイネーブルにすると、デフォルトではプレシデンスモードで動作し、8つの異なるド
ロップ曲線（有効なプレシデンス値ごとに1つずつ）が作成されます。デフォルトの最小しき
い値は、プレシデンス値とともに大きくなります。そのため、プレシデンス0の場合はドロッ
プがプレシデンス 1より早く開始され、より積極的に行われます。また、プレシデンス 1の場
合もドロップがプレシデンス2より早く開始され、より積極的に行われ、以降同様に処理され
ます。曲線ごとに同じデフォルト最大しきい値とドロップ確率が設定されます。

パケットが着信すると、IPプレシデンスビットによって、適切なドロップ確率を取得するた
めに使用される曲線が決定されます。パケットが「 IP」ではない場合は、プレシデンス 0の
ドロップ曲線が使用されます。パケットがMPLSカプセル化されている場合は、EXPビットが
プレシデンスビットとして扱われ、適切なドロップ曲線が決定されます。

次の例では、WREDがプレシデンスモードでイネーブル化されます。WREDがキューイング
アクション（class-defaultを含む）を持つクラスに存在する必要があることに注意してくださ
い。

policy-map wred-precedence-example
class bulk-data

bandwidth remaining percent 30
random-detect
random-detect precedence-based

この例では、キューイングアクションとして bandwidth remainingコマンドを使用します。
random-detectコマンドはWREDをクラスbulk-dataでイネーブルにします。また、random-detect
precedence-modeコマンドはWREDにプレシデンスモードで動作するように指示します。

WREDのデフォルトモードはプレシデンスベースであるため、random-detect precedence-mode
コマンドはオプションです。

（注）
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すべてのQoS機能と同様に、設定を確認するための主な手段は show policy-map interfaceコマ
ンドです。

show policy-map int g1/0/0
GigabitEthernet1/0/0

Service-policy output: wred-precedence-example

Class-map: bulk-data (match-all)
6468334 packets, 9702501000 bytes
5 minute offered rate 204108000 bps, drop rate 0000 bps
Match: access-group name bulkdata
Queueing
queue limit 4166 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 1308/0/0
(pkts output/bytes output) 6468335/9702502500
bandwidth remaining 30%
Exp-weight-constant: 4 (1/16)
Mean queue depth: 1308 packets
class Transmitted Random drop Tail drop Minimum Maximum

Mark
pkts/bytes pkts/bytes pkts/bytes thresh thresh

prob

0 0/0 0/0 0/0 1041 2083
1/10

1 0/0 0/0 0/0 1171 2083
1/10

2 0/0 0/0 0/0 1301 2083
1/10

3 0/0 0/0 0/0 1431 2083
1/10

4 6468335/9702502500 0/0 0/0 1561 2083
1/10

5 0/0 0/0 0/0 1691 2083
1/10

6 0/0 0/0 0/0 1821 2083
1/10

7 0/0 0/0 0/0 1951 2083
1/10

プレシデンスモードで作成される8つのドロップ曲線のそれぞれについて、統計と曲線設定値
がどのように表示されるのかに注目してください。平均キュー深度が最小しきい値より小さい

ため、ランダムドロップはレポートされません。

WRED DSCPモード

WREDを設定するための 2つ目の選択肢は DSCPモードです。このモードでは、64の一意の
曲線が作成されます。

プレシデンスモードと同様に、IP以外のトラフィックにはデフォルト（DSCP 0）の曲線が使
用されます。MPLSトラフィックが着信すると、MPLS EXPビットがプレシデンス値として扱
われ、それに応じて曲線が選択されます（EXP 1は DSCP CS 1として扱われ、EXP 2は CS 2
として扱われ、以降同様）。

次に、DSCPモードでWREDを設定する例を示します。
policy-map wred-dscp-example
class bulk-data
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bandwidth remaining percent 30
random-detect dscp-based

この場合も、show policy-map interfaceコマンドによって設定を確認できます。
show policy-map int
GigabitEthernet1/0/0

Service-policy output: wred-dscp-example

Class-map: bulk-data (match-all)
5655668 packets, 8483502000 bytes
5 minute offered rate 204245000 bps, drop rate 0000 bps
Match: access-group name bulkdata
Queueing
queue limit 4166 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 5655669/8483503500
bandwidth remaining 30%
Exp-weight-constant: 4 (1/16)
Mean queue depth: 1 packets
dscp Transmitted Random drop Tail drop Minimum Maximum Mark

pkts/bytes pkts/bytes pkts/bytes thresh thresh prob
af11 1205734/1808601000 0/0 0/0 1821 2083 1/10
cs4 5270109/7905163500 0/0 0/0 1561 2083 1/10

2つの DSCP値（af11と cs4）の統計およびドロップ曲線情報だけが表示されることに注意し
てください。DSCPモードでは、64の一意のドロップ曲線が設定され、IOSはそのすべての統
計を保持します。ただし、実際にトラフィックが確認されたドロップ曲線の情報だけが表示さ

れます。この例では、DSCP af11および cs4のトラフィックだけが検出されたため、それが表
示されています。

WRED discard-class

discard-classは、qos-groupと非常によく似た概念の内部マーキングです。出力時にWREDド
ロップ曲線を選択ためにマークを使用するのと同様に、入力時に（出力時にではなく）

discard-classをマークすることができます。

場合によっては、パケットでのプレシデンスまたはDSCPマーキングを、出力インターフェイ
スでの分類に利用できないことがあります。例としては、入力インターフェイスで IPパケッ
トを受信し、出力インターフェイスでMPLSカプセル化パケットを転送するMPLSカプセル化
ルータがあります。

DSCPはより少数のEXP値（DiffServフィールドの6ビットとMPLSヘッダーの3ビットフィー
ルド）にマッピングする必要があるため、ある程度の精度が失われます。af11を契約内バルク
データに使用し、af12を契約外バルクデータに使用するとします。出力インターフェイスで
は、DSCPの可視性は失われます。そのため、af11と af12は、高い確率で同じ EXPにマップ
されます。ここでは、出力インターフェイスで af12よりも af11を優先的に処理する方法につ
いて説明します。

WRED discard-classを使用すると、これを実現できます。これを行うには、次のサンプルポリ
シーのように、入力インターフェイスで discard-classをマークする必要があります。
policy-map mark-in-contract
class bulk-data
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police cir 50000000 pir 100000000
conform-action set-dscp-transmit af11
conform-action set-mpls-exp-imposition-transmit 1
conform-action set-discard-class-transmit 2
exceed-action set-dscp-transmit af12
exceed-action set-mpls-exp-imposition-transmit 1
exceed-action set-discard-class-transmit 1
violate-action drop

このポリシーでは、CIRに準拠するトラフィックは契約内としてマークされます。

conform-action set-dscp-transmit af11
conform-action set-mpls-exp-imposition-transmit 1
conform-action set-discard-class-transmit 2 ****

CIRと PIRの間のトラフィックは、契約外としてマークされます。

exceed-action set-dscp-transmit af12
exceed-action set-mpls-exp-imposition-transmit 1
exceed-action set-discard-class-transmit 1 ****

違反トラフィックはドロップされます。

適合トラフィックと超過トラフィックに対して同じ EXP値がどのように設定されるのかに注
意してください。それらはすべてバルクデータトラフィックであり、MPLSネットワークで
同じ Per-Hop-Behaviorを使用します。ただし、契約内トラフィックと契約外トラフィックの場
合は、個別のdiscard-classもマークされます（アスタリスクを参照）。これを出力インターフェ
イスで使用することにより、優先的な処理が実現されます。

出力インターフェイスで、次のように、WREDを discard-classベースモードで設定します。
policy-map wred-discard-class-example
class bulk-data
bandwidth remaining percent 30
random-detect discard-class-based

show policy-map interfaceコマンドの出力は、次のようなものになります。
show policy-map int g1/0/0
GigabitEthernet1/0/0

Service-policy output: wred-discard-class-example

Class-map: bulk-data (match-all)
1500 packets, 1040000 bytes
5 minute offered rate 51955000 bps, drop rate 0000 bps
Match: access-group name bulkdata
Queueing
queue limit 4166 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 943/0/0
(pkts output/bytes output) 1500/1040000
bandwidth remaining 30%
Exp-weight-constant: 4 (1/16)
Mean queue depth: 943 packets
discard-class Transmitted Random drop Tail drop Minimum Maximum Mark

pkts/bytes pkts/bytes pkts/bytes thresh thresh prob
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0 0/0 0/0 0/0 1041 2083 1/10
1 500/4000 0/0 0/0 1171 2083 1/10
2 1000/1000000 0/0 0/0 1301 2083 1/10
3 0/0 0/0 0/0 1431 2083 1/10
4 0/0 0/0 0/0 1561 2083 1/10
5 0/0 0/0 0/0 1691 2083 1/10
6 0/0 0/0 0/0 1821 2083 1/10
7 0/0 0/0 0/0 1951 2083 1/10

出力を見ると、WREDを discard-classモードで動作させると 8つのドロップ曲線が作成される
ことが分かります。上記の設定では、契約内トラフィックは discard-class 2でマークされ、契
約外トラフィックは discard-class 2でマークされます。

また、discard-class 1のWRED曲線の方が最小しきい値が低いことも分かります。つまり、輻
輳の発生時には、契約外トラフィックのドロップが契約内トラフィックより早く開始され、よ

り積極的に行われます。

明示的に設定されたdiscard-classを持たない（discard-classが明示的に設定されていない）トラ
フィックは discard-class 0と見なされます。

コマンドリファレンス：random detect
random-detect optionsコマンドを使用すると、WREDの動作をイネーブルにして制御すること
ができます。次のように、さまざまなオプションを適用できます。

WREDのイネーブル化：次のいずれかを使用します。
random-detect

WREDをプレシデンスモードでイネーブルにします。

random-detect precedence-based

WREDをプレシデンスモードでイネーブルにします。

random-detect dscp-based

WREDを DSCPモードでイネーブルにします。

random-detect discard-class-based

WREDを discard-classモードでイネーブルにします。

WREDドロップ曲線の調整：次のいずれかを使用します。

random-detect precedence value min-threshold max-threshold drop-probability

特定のプレシデンス値のドロップ曲線を修正します。

random-detect dscp value min-threshold max-threshold drop-probability

特定の DSCP値のドロップ曲線を修正します。

random-detect precedence value min-threshold max-threshold drop-probability

特定の discard-class値のドロップ曲線を修正します。min-thresholdと max-thresholdは、パ
ケット数（デフォルト）、バイト数、または時間で設定できます。単位としてバイト数ま
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たは時間を使用するには、まず、queue-limitコマンドを使用してキューをそのモード用に
設定する必要があります。

WRED指数加重定数の変更

random-detect exponential-weighting-constant value

明示的輻輳通知のサポートののイネーブル化

random-detect ecn

使用方法：

random-detectコマンドは、bandwidthコマンド、bandwidth remainingコマンド、または shape
コマンドで設定されたキューイングクラスで使用できます。これには暗黙の帯域幅残存値を持

つ class-defaultが含まれます。

ASR1000シリーズアグリゲーションサービスルータには、スケジューリング階層の親レベル
または親の親レベルのキューがありません。そのため、random-detectコマンドは、子キュー
イングポリシーを含むクラスではサポートされません。

WRED最小しきい値および最大しきい値のデフォルト値は、クラスのキュー制限に比例し、そ
のためキューの予想サービスレートに比例します。変更がそのクラスのアプリケーションに与

える影響を十分に理解していない場合は、WREDドロップ曲線を修正しないでください。
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