
QoS Scheduling

この章では、インターフェイスを終了するために次のパケットを選択するプロセスと、それが

いつ起こるかを概説します（以降、スケジューリングと呼ばれます）。スケジューリングのト

ピックでは、 priority、 bandwidth、bandwidth remaining、 shapeおよび fair-queueコマンド
を使用します。これらのコマンドを使用して、輻輳が発生した場合に帯域幅を分配し、アプリ

ケーションがネットワーク上で動作するために必要な処理を確実に受信できるようにします。

この章では、物理インターフェイスに適用されたフラットポリシーについて重点的に説明しま

す。ここに記載されている内容は、以降の章で説明される階層型スケジューリングの概念につ

いての理解を深めるためのものです。

• QoS Schedulingについて（1ページ）
•レートおよびバーストパラメータの設定（9ページ）
•プライオリティキュー（16ページ）
•帯域幅キュー（24ページ）
• 2パラメータ対 3パラメータスケジューリング（33ページ）
• Pakプライオリティ（39ページ）
•フローベース均等化キューイング（45ページ）
•確認（47ページ）
•コマンドリファレンス（54ページ）

QoS Schedulingについて

定義

このセクションでは、コアの「スケジューリング」用語を定義します。

QoS Scheduling
1



図 1 :スケジューリングの定義

パケット処理（Packet Handle）
ルータはパケットを転送する準備が整うと、ルータはそのパケットを表すパケット処理を

出力キューの1つに配置します。この処理は、パケットの長さやメモリ内のパケットの位
置などの情報を保持します。

クラスキュー（Class Queues）

出力QoSが設定されると、class queueは、キューイングアクションを設定している各クラ
スに対して作成されます。同様に、明示的に作成されたキューイングクラスのいずれかに

一致しないトラフィックに対して、implicit class-default queueを作成します。非キューイ
ングアクションのみを使用してクラスを設定した場合（たとえば、マーキングのみを設定

したクラス）、「一致する」パケットは class-defaultキューに入れられます。

スケジュール（Schedule）

意思決定者としてスケジュール（スケジューラ）を表示する必要があります。パケット処

理を選択することによって、スケジュールでは、次に終了するパケットとその送信時期が

選択されます。上の図の「楕円」は、クラスキューの 1つからパケットを選択する単一
のスケジュールを表しています。

個々のスケジュールは、各インターフェイスに対して作成されます。（注）

スケジュールエントリ（Schedule Entry）

スケジュールをキューから選択するには、各キューの予想される処理を知る必要がありま

す。このタイプの情報は、スケジュールエントリに保存されます。たとえば、キューイン

グコマンド（例：bandwidth 10Mbps）を設定することによって、スケジュールエントリ
を設定しています。

また、スケジュールエントリには、そのキューからのパケットが最後に送信された時刻

や、そのキューからの現在のパケット処理（ある場合）などの内部状態も格納されます。
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スケジュールエントリにはプライオリティキュー（16ページ）および帯域幅キュー（
24ページ）の 2種類があります。

スケジュールエントリのプログラム方法

このセクションでは、スケジュールエントリ内で設定されるパラメータについて簡単に紹介し

ます。実際のコマンドについては、この章で後ほど詳しく説明します。

まず、スケジュールエントリは、プライオリティエントリまたは帯域幅エントリ（プライオ

リティキューまたは帯域幅キュー）のいずれかとして設定されます。

以下の説明では、プライオリティエントリが P1エントリまたは P2エントリにさらに分割す
ることができることが分かります。P1エントリ（既定値）は、priorityまたは priority level 1
コマンドのいずれかを使用して設定します。同様に、priority level 2コマンドを使用して P2エ
ントリを設定します。

帯域幅エントリには最小レート（Min）、最大レート（Max）、および超過ウェイト（図では
「Ex」と表示）の 3つの異なるパラメータがあります。

ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータのスケジュールは、3つのパラメータに
よるスケジュールとよく呼ばれます。

（注）

最小（最小レート）エントリは、最小帯域幅における保証スループット量をキューに割り

当てます。最小エントリは bandwidthコマンドで設定され、明示的に設定しない限り設定
されません。IOSの設定チェックでは、スケジュールに設定されている最小レートを満た
すのに十分な帯域幅が常にあることを確認しようとします。スループットの監視と事前設

定された目標レートに基づいてキューを処理することは、リアルタイムスケジュール（「ス

ケジューラによる時間表記（35ページ）」を参照）と呼ばれることがあります
最大（最大レート）エントリは、キューが受け取ることができるスループットの量の上限

を設定します。最大エントリは shapeコマンドを使用して設定され、明示的に設定しない
限り設定されません。Maxはキューのスループットに上限を設定しますが、それ自体はそ
のキューへのスループットを保証するものではありません。

Ex（超過ウェイト）エントリでは、PriorityおよびMinの保証されたスループットの量が
満たされた後に使用可能な帯域幅（超過帯域幅、または優先順位および帯域幅保証に対し

て保証されていない、または使用されていない使用可能帯域幅）に対するキューの競合方

法を指定します。超過重量をbandwidthremainingコマンドで設定し、明示的に設定されて
いない限り、デフォルトは 1になります。超過帯域幅の共有は、キューの超過ウェイトに
比例します（レートが設定されておらず、相対的な動作が重要であるため、仮想時間のス

ケジュールとも呼ばれます）。帯域幅共有についての考察については、「スケジュールエ

ントリのプログラム方法（3ページ）」を参照してください。

次の図は、上に示した内容をまとめたものです (各スケジュールエントリを設定するコマン
ド)。
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図 2 :スケジュールエントリを設定する IOSコマンド

スケジュール操作

スケジュールがどのようにパケットシーケンスを決定するかを、以下にまとめました。

各パケットが転送された後、ステップ 1に戻ります。（注）

1. P1キューが空でない場合は、P1パケットを送信します。

2. PIキューが空で、P2キューが空でない場合は、P2パケットを送信します。

3. すべてのプライオリティキューが空の場合、スケジュールは最低帯域幅保証（Min）があ
るすべてのキューを処理し、帯域幅保証が満たされるまでそのようなキューを処理し続け

ます。均等性を確保するために、スケジューラは、適格キュー、つまり帯域幅保証を超え

ず最も長く待機していたキューを選択することによって、最低帯域幅保証が設定されてい

るキューから選択します。

4. プライオリティキューが空で、すべての帯域幅保証が満たされている場合はどうなります
か。超過帯域幅は、すべての帯域幅が消費されるか、特定のキューが設定された最大帯域

幅に達するまで、まだサービスを必要とするキュー間で分散されます。そのキューのスケ

ジュールエントリで設定された Exでは、各キューがこの超過帯域幅を受け取る割合を決
定します。
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シェーパーなしでのスケジュール操作

次の例は、スケジュールがどのように機能し、指定された負荷に対して各キューが受け取る帯

域幅を決定する方法を示しています。

例を説明する前に、プライオリティキューアドミッションコントロールの概念について説明

します。スケジュール操作のこれまでの説明では、スケジュールがプライオリティキューをど

のように処理するかにおいて、レートが設定されていないに気付くでしょう。パケットが含ま

れているときはいつでも、スケジュールは単にプライオリティキューを選択します。

プライオリティキュー（クラス）により他のサービスキューが利用できる帯域を消費されな

いようにするには、ポリサーを使用して、利用できる帯域幅を制限します。このようなポリ

サーは、そのキューにパケットを入れることができるレートを制限します。

次の例では、100 Mbpsインターフェイスにポリシーを適用します。
policy-map scheduling-example
class voice
priority level 1
police 20m

class video
priority level 2
police 10m

class mission-critical
bandwidth 20000

class class-default

帯域幅は Kbps単位で設定されます。policeおよび shapeコマンドでは、ユニットを指定する
ために接尾辞をサポートしますが、bandwidthコマンドではサポートしません。

（注）

QoS Scheduling
5

QoS Scheduling

シェーパーなしでのスケジュール操作



図 3 :スケジュール操作

各クラスに提供された負荷は図の上部に示されているように、30 M、５ M、50 M、50 Mで
す。プライオリティキューにポリサー（20Mと 10M）を適用しました。

30 Mbpsが音声クラスに提供され、最初に 20 Mbpsポリサーを通過し、20 Mbpsを P1キューに
入れます。常にこのキューを最初に処理するため、キューに入れた 20 Mbpsがすべて転送され
ます。

5 Mbpsがビデオクラス（すべてが 10 mbpsポリサーを通過）に提供され、5 mbpsがビデオ
キューにキューイングされます。80 Mbps（100 Mbps～ 20 Mbps）の帯域幅がまだ使用できる
ため、5 Mbpsすべてが転送されます。

プライオリティキューの処理後、明示的な帯域幅保証のあるキューに進みます。mission-critical
クラスには最大帯域幅 20 Mbpsがあるため、そのクラスは少なくてもその量のスループットを
得ることになります。

使用可能な超過帯域幅は、55Mbps（100 Mbps - 20 Mbps - 5 Mbps - 20 Mbps）です。class-default
クラスと mission-criticalクラスの両方にデフォルトの超過ウェイトとして 1があるため、27.5
Mbps（55Mbps/2 =）の使用可能な超過帯域幅をそれぞれ同等に得ることができます。
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mission-criticalクラスは、47.5 Mbps（20 Mbps + 27.5 Mbps）の総スループットを監視します。

シェーパーを使用したスケジュール操作

設定を少し変更してみましょう。mission-criticalクラスに最大値（シェーパーを設定）を追加
します。

policy-map scheduling-example
class voice
priority level 1
police 20m

class video
priority level 2
police 10m

class mission-critical
bandwidth 20000
shape average 30m

ポリシー定義からclass-defaultを除外しました。明示的に定義しているかどうかにかかわらず、
常に class-defaultは存在します。

（注）
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図 4 :スケジュール操作

各クラスに提供される負荷は、以前とまったく同じで、30M、5M、50M、および 50Mです。

30 Mbpsが音声クラスに提供され、最初に 20 Mbpsポリサーを通過し、20 Mbpsを P1キューに
入れます。常にこのキューを最初に処理するため、キューに入れた 20 Mbpsがすべて転送され
ます。

5 Mbpsがビデオクラス（すべてが 10 Mbpsポリサーを通過）に提供され、5 Mbpsが P2キュー
にキューイングされます。 80 Mbps（100 Mbps～ 20 Mbps）の帯域幅がまだ使用できるため、
5 Mbpsすべてが転送されます。

プライオリティキューの処理後、明示的な最低帯域幅保証のあるキューに進みます。

mission-criticalクラスには 20 Mbpsの帯域幅保証があるため、少なくともそのスループットの
量を得ることになります。

使用可能な超過帯域幅は、55 Mbps（100-20-5-20 Mbps）です。class-defaultクラスとmission-critical
クラスの両方にデフォルトの超過ウェイトとして1があるため、使用可能な超過帯域幅をそれ
ぞれ同等に得ることができます。帯域幅がキューのExに比例する超過帯域幅の共有「ルール」
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をベースに、各クラスは 27.5 Mbpsを受け取ります。（この「ルール」の詳細については、
「スケジュールエントリのプログラム方法（3ページ）」を参照してください。）

帯域幅保証と帯域幅の共有に基づいて、mission-criticalキューは 47.5 Mbps（20 + 27.5 Mbps）
を受け取ります。ただし、Maxが設定したシェーピングレートが 30 Mbpsに設定されている
ため（この例ではMaxは 0に設定されているます）、キューはこれほど多くの帯域幅を使用
できません。その結果、キューは（帯域幅の共有から受信した 47.5 Mbpsのうち）30 Mbpsを
使用し、追加の 17.5 Mbpsの帯域幅は超過プールに戻ります。

class-defaultはまだ帯域幅を要求している唯一のキューであるため、競合することはなく、こ
の余分な 17.5 Mbpsを消費する可能性があり、その合計スループットは 45 Mbpsに増加しま
す。

この例は、帯域幅が浪費されない方法を示しています。スケジューリングは、次のいずれかに

該当するまで、適格なキューおよび配分帯域幅をソートし続けます。

•各キューは空です。

•すべての最大値に達しました。

•すべての帯域幅が消費されました。

（注）

レートおよびバーストパラメータの設定

スケジューリングレート計算（オーバーヘッドアカウンティング）

に含まれるもの

スケジュール操作（4ページ）の説明から、MinとMaxがビット/秒で設定されていることが
わかります。さて、これらのレートには何が含まれますか。簡単に説明すると、スケジュール

にはレイヤ 3のデータグラムとレイヤ 2のヘッダーの長さが含まれていますが、CRCとパケッ
ト間のオーバーヘッドはどちらも含まれません。

レイヤ 3データグラム

さらに理解するために、GigabitEthernetリンクを介して IPデータグラムを転送することを想像
してみましょう。

今後は、スケジューリング長として「パケット長に対するスケジュールの認識」を参照しま

す。

（注）
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イーサネットオーバーヘッド

データグラムをGigabitEthernetリンク上で転送するには、まずイーサネットフレームに正しく
カプセル化する必要があります。このプロセスでは、14バイトのレイヤ 2ヘッダーと追加の 4
バイトの CRCが追加されます（カプセル化の合計は 18バイトになります）。

このレイヤ 2のフレームが物理メディアを介して送信されるとどうなるかを考えてみましょ
う。イーサネットは、合計 20バイトのプリパケットオーバーヘッドに対して、12バイトの
データの送信時間に等しい最小インターパケットギャップ（IPG）と、プリアンブルの 7バイ
ト、およびフレーム開始区切り文字（SFD）を必要とします。

図 5 :イーサネットオーバーヘッド

したがって、複数のイーサネットフレームを順次に送信する場合、各レイヤ3データグラムの
パケットごとのオーバーヘッドの合計は、追加の 38バイト（カプセル化（18バイト）+イー
サネットパケット間オーバーヘッド (20バイト））です。たとえば、GigabitEthernetリンクの
ラインレートで 100バイトの IPデータグラムを送信する場合、1秒あたりのパケットの予想
スループットは次のようになります。

Linerate / Bits Per Byte / ( Layer 3 length + Per Packet Overhead) = Packets Per Second

1 Gbps / 8 / ( 100 + 38 ) = 905, 797 pps

スケジューリング長

スケジューラの観点からは、パケットの長さはレイヤ 3データグラム +レイヤ 2ヘッダ
（GigabitEthernetインターフェイスでは 14バイト）です。
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図 6 :スケジューリング長

ここで、GigabitEthernetインターフェイスに設定された 500 Mbpsシェーパーについて考えてみ
ましょう。（シェーピングはダウンストリームデバイスで輻輳が発生しないようにトラフィッ

クレートを調整しながら、トラフィックの最大レートを強制するプロセスのことです。）前の

例と同様に、100バイトの IPデータグラムすべてをスケジュールに送信し、その結果、「スケ
ジューリング長」は 114バイト（100バイト（データグラム）+ 14バイト（イーサネットレイ
ヤ2ヘッダー））になります。次の式に従うと、予想されるスループットは次のようになりま
す。

Shaper Rate / Bits per Byte / (Layer 3 length + Layer 2 header length)
= Packets Per Second

500 Mbps / 8 / (100 + 14) = 548,246 pps

100％ のラインレート（100バイトのデータグラムすべて）は 1秒間に 905,797パケットであっ
たのに対して、500 Mbps（100バイトのデータグラムすべて）にシェーピングすると、毎秒
548,246パケットのスループットが得られました。これは明らかに物理容量の 50%をはるかに
超えています。帯域幅を割り当てるためにレートを指定する場合、レートには、そのパケット

を転送するために必要なすべてのオーバーヘッドが含まれないことに注意してください。

ATMインターフェイス上のスケジューラ

キューイングポリシー（スケジューリングポリシー）が ATM VCに接続されている場合、そ
のポリシーのスケジューリングレートにはすべてのセルタックスが含まれます。これはAAL5
ヘッダーのみが含まれているようなポリシーとは設定が異なります。

たとえば、AAL5 SNAPカプセル化で設定されているATM VC上で送信される100バイトのデー
タグラムについて考えてみます。ルータは 8バイトの LLC/SNAPヘッダーをデータグラムに
追加し、ポリシング長は 108バイトになります（100バイトの IPデータグラムのスケジューリ
ング長は114バイトに相当）。（スケジューリングレート計算（オーバーヘッドアカウンティ
ング）に含まれるもの（9ページ）を参照）。（ポリシング長さの詳細については、「プラ
イオリティポリシング長（22ページ）」を参照してください。）
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図 7 : ATMインターフェイス上のスケジューラ

パケットを伝送するには、ルータで 8バイトのAAL5トレーラを（ポリシング長に）追加して
から、パケットを ATMセルに流し込む必要があります。このパケットを伝送するには 3つの
ATMセルが必要で、それぞれのパケットは 48バイトです。3番目のセルのペイロードが 48バ
イトになるようにパディングします。

これら 3つのセルの長さはそれぞれ 53バイト（48バイトのパケット + 5バイトの ATMヘッ
ダー）です。つまり、100バイトのデータグラムのスケジュールの長さは 159バイト（3セル
x各セル 53バイト）になります。

論理インターフェイス上のスケジューラ

ポリシングの章では、ポリシーが物理または論理インターフェイスに適用されているかどうか

によって、ポリサーのオーバーヘッドアカウンティングがどのように異なるかを説明します

（「論理インターフェイス上のポリサー」を参照）。この状況は、スケジュールには適用され

ません。ポリシーは論理インターフェイス（トンネルインターフェイス）に適用されています

が、物理インターフェイスを出力するためにパケットをキューに入れる前に、すべての処理を

完了し、必要なヘッダーを追加する必要があります。エンキュー時のパケットの最終的な長さ

がわかっているので、その時に応じてスケジューリング長を設定できます。

スケジュールオーバーヘッドアカウンティングの調整

前のセクションでは、スケジューラのレートの計算に既定で含まれるものについて説明しまし

た。ただし、場合によっては、既定とは異なる動作をユーザが望むことがあります。

たとえば、ユーザーがリンクで消費される物理的な帯域幅をレートで表示する必要があるとい

う話を聞きます。イーサネットインターフェイスの場合、各パケットに必要な 4バイト CRC
と 20バイトのパケット間オーバーヘッドを含める必要があります。
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qos-mqc-xe-16-10-book_chapter19.pdf#nameddest=unique_85


また、サービスプロバイダは、レイヤ 3レートでトラフィックスループットを顧客に請求す
ることを希望しています。データグラムの長さは、パケットがさまざまなインターフェイスタ

イプまたはカプセル化プロトコルを通過するときに一定のままであるため、ユーザにとって分

かりやすくなります。この例では、シェイプレートの計算にレイヤ2のヘッダーの長さは含ま
れません。

オーバーヘッドアカウンティングの変更は、ネットワークに影響を与える可能性があります。

たとえば、ネットワークアドミッション制御にポリサーを使用する場合、通常、顧客宅内機器

にシェーパーを設定してそのネットワークに接続します。シェーパーおよびポリサーには、

CIRに含まれるものと同じビューが必要です。

（注）

スケジュールアカウントオプション

スケジュールアカウントオプション（accountキーワード）を使用すると、目的の動作を実
現するために、パケットごとにデフォルトの「スケジューリング長」に追加または削除する必

要があるバイト数を指定できます。パケットごとに最大63バイトを加算または減算できます。
このオプションは、 shapeおよび bandwidthコマンドでサポートされています。

次の例では、イーサネットインターフェイスにシェーパーを適用し、シェーパーが実際の物理

帯域幅の 50％ でスループットを制限するように、すべてのオーバーヘッドを含めます。パケッ
トごとに 24バイトを追加することで、4バイトのCRCと 20バイトのパケット間オーバーヘッ
ドを「カバー」します。

policy-map ethernet-physical-example
class class-default
shape average percent 50 account user-defined 24

オーバーヘッドアカウンティングでは、階層型ポリシーを考慮する必要があります。アカウン

トオプションで親シェーパーが設定されている場合、すべての子シェーパーまたは帯域幅保証

も、親ポリシーで指定されているのと同じ調整を継承します。

（注）

階層型スケジューリングの章では、シェーパーを使用してリモートリンクのトラフィックを調

整し、そのシェーピングレート内で帯域幅を割り当てるために子ポリシーを使用する方法につ

いて説明します。その使用例では、リモートリンク上でのカプセル化は送信装置上でのカプセ

ル化とは異なる場合があります（たとえば、イーサネットインターフェースを介してネット

ワークに接続されたエンタープライズハブルータはT1インターフェースに接続されたブラン
チにトラフィックを送信します）。T1リンクがHDLCカプセル化を使用している場合、各デー
タグラムにはそのリンクの 4バイトのレイヤ 2ヘッダーが含まれるようになります。ただし、
イーサネットでは、各パケットには 14バイトのレイヤ 2ヘッダーが含まれます。アカウント
オプションを使用すると、そのリモートリンクに表示されるパケットをシェーピングし、スケ

ジュールすることができます。つまり、イーサネットヘッダーが存在しなくなるため、スケ

ジューリング長から 14バイトを削除し、HDLCレイヤ 2のオーバーヘッドを表示するために
スケジューリング長に 4バイトを追加します。
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オーバーヘッドアカウンティングの調整（事前定義オプション）

加算または減算するバイト数を指定することに加えて（次の表を参照）、CLIにはリモートカ
プセル化を指定できるいくつかの事前定義済みオプションもあります。現在の定義済みオプ

ションは、イーサネットインターフェイス上のトラフィックをネットワーク内の他の場所にあ

る DSLAMに送受信することを前提としており、ブロードバンドユースケースに基づいてい
ます、Dot1QまたはQ-in-Qを含むイーサネットフレームにカプセル化していますが、DSLAM
は何らかの形式の ATMカプセル化を受信します。DSLAMの後にトラフィックがどのように
表示されるかが反映されるように、シェーパーでトラフィックを調整するようにします。いず

れの場合も、スケジューリング長にセルタックスを追加します。

表 1 :オーバーヘッドアカウンティング調整に事前に定義されたオプションの表

詳細（dot1q/qinq）ATM値

（dot1q/qinq）
CLI

dot1q: 3 byte 1483 routed - 18 byte dot1q

qinq: 3 byte 1483 routed - 22 byte qinq
〇-15/-19account dot1q|qinq aal5

mux-1483routed

dot1q: 0 byte mux_rbe + 18 byte dot1q - 18 byte
dot1q

qinq: 0 byte mux_rbe + 18 byte dot1q - 22 byte
qinq

〇0/-4account dot1q|qinq aal5
mux-dot1q-rbe

dot1q: 2 byte mux_pppoa - 6 byte pppoe - 18
byte dot1q

qinq: 2 byte mux_pppoa - 6 byte pppoe - 22 byte
dot1q

〇-22/-26account dot1q|qinq aal5
mux-pppoa

dot1q: 0 byte mux_rbe + 14 byte 802.3 - 18 byte
dot1q

qinq: 0 byte mux_rbe + 14 byte 802.3 - 22 byte
qinq

〇-4/-8account dot1q|qinq aal5
mux-rbe

dot1q: 6 byte snap 1483 routed - 18 byte dot1q

qinq: 6 byte snap 1483 routed - 22 byte qinq
〇-12/-16account dot1q|qinq aal5

snap-1483routed

dot1q: 10 byte snap_rbe + 18 byte dot1q - 18
byte dot1q

qinq: 10 byte snap_rbe + 18 byte dot1q - 22 byte
qinq

〇10/6account dot1q|qinq aal5
snap-dot1q-rbe

dot1q: 4 byte snap_pppoa - 6 byte pppoe - 18
byte dot1q

qinq: 4 byte snap_pppoa - 6 byte pppoe - 22 byte
qinq

〇-20/-24account dot1q|qinq aal5
snap-pppoa
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詳細（dot1q/qinq）ATM値

（dot1q/qinq）
CLI

dot1q: 10 byte snap_rbe + 14 byte 802.3 - 18 byte
dot1q

qinq: 10 byte snap_rbe + 14 byte 802.3 - 22 byte
qinq

〇6/2account dot1q|qinq aal5
snap-rbe

x<value>account user-defined
<value>

〇<value>account user-defined
<value> atm

イーサネットインターフェイスで Dot1Qカプセル化されたパケットを転送することを想像し
てください。その後 DSLAMが次のようになることをさらに想像してください。

•パケットを受信する

•イーサネットおよび Dot1qヘッダーを削除する

• AAL5-Mux 1483ルーティングカプセル化を行う

前の表を参照すると、DSLAMは1 8バイトのイーサネット/Dot1qを削除し、3バイトの LLC
ヘッダーを追加して、スケジューリング長において3バイトの変更を生成します。（展開図に
ついては、「スケジューリングレート計算（オーバーヘッドアカウンティング）に含まれる

もの（9ページ）」を参照してください。）

DSLAMが ATMネットワークを経由して送信するとき、8バイトの AALトレーラーを追加
し、その結果の PDUを 53バイトのセルに分割します。ATM値の "yes"（表を参照）は、ルー
タでこのセルタックスが計算され、その余分なオーバーヘッドがスケジューリング長に追加さ

れることを示します。

policy-map atm-example
class class-default
shape average 50m account dot1q aal5 mux-1483routed

例：事前定義済みオーバーヘッドアカウンティング

イーサネットインターフェイスで Dot1Qカプセル化されたパケットを転送することを想像し
てください。その後 DSLAMが次のようになることをさらに想像してください。

•パケットを受信する

•イーサネットおよび Dot1qヘッダーを削除する

• AAL5-Mux 1483ルーティングカプセル化を行う

前の表を参照すると、DSLAMは1 8バイトのイーサネット/Dot1qを削除し、3バイトの LLC
ヘッダーを追加して、スケジューリング長において3バイトの変更を生成します。（展開図に
ついては、「スケジューリングレート計算（オーバーヘッドアカウンティング）に含まれる

もの（9ページ）」を参照してください。）

QoS Scheduling
15

QoS Scheduling

例：事前定義済みオーバーヘッドアカウンティング



DSLAMが ATMネットワークを経由して送信するとき、8バイトの AALトレーラーを追加
し、その結果の PDUを 53バイトのセルに分割します。ATM値の "yes"（表を参照）は、ルー
タでこのセルタックスが計算され、その余分なオーバーヘッドがスケジューリング長に追加さ

れることを示します。

policy-map atm-example
class class-default
shape average 50m account dot1q aal5 mux-1483routed

プライオリティキュー
プライオリティキューは、パケット転送における不要な遅延を回避できるようにするスケジュー

ルエントリの一種です。プライオリティセマンティックにより、遅延やジッタに敏感なアプ

リケーションに対して、低遅延処理を保証することができます。.例として、Voice over IP
（VOIP）を考えてみます。通常の VOIP電話には 30 msのデジッタバッファがあり、ネット
ワーク全体で、エンドツーエンドで最大 30 msのジッタを許容できます。

プライオリティキューを設定するときに、そのトラフィッククラスで消費される可能性があ

る帯域幅を制御する 3つの方法（非制約プライオリティキュー、条件付きポリサー、または
（無条件）常時オンポリサー）があり、どれか 1つを選択できます。

非制約プライオリティキュー

帯域幅の消費を制御する 1つの方法として、非制約プライオリティキューがあり（絶対プラ
イオリティキュー）、これは、プライオリティクラスによって消費される可能性のある帯域

幅の量を制限せずに設定されたプライオリティキューです。説明する上で、設定例と次の図の

設定済みスケジュールエントリを見てください。プライオリティコントロールへのアドミッ

ションコントロールにポリサーがないことに注意してください。

policy-map absolute_pq_example
class voice
priority

class mission-critical
bandwidth remaining percent 99

class class-default
bandwidth remaining percent 1
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図 8 :非制約プライオリティキュー

左の例では、実際のインターフェイス帯域幅容量（100 Mbps）が、音声クラスのプライオリ
ティキューへの負荷（30 Mbps）を超えています。これにより、超過ウェイト（Ex）比（99：
1、 bandwidth remaining コマンドで設定）に基づいて 70 Mbpsの超過帯域幅が割り当てられ
ます。

右側の例では、プライオリティの負荷が 100 Mbpsに引き上げられています。これによって、
余分な帯域幅が残らないため、他のキューのサービスがなくなってしまいます（予期される

0Mスループット）。

ここで覚えておく必要がある点は、アドミッションコントロールなしのプライオリティクラ

スです。このクラスによりインターフェイス全体の帯域幅が消費され、他のすべてのサービス

キューの帯域幅がなくなる可能性があります。これにより、ミッションクリティカルなアプリ

ケーションに悪影響が及ぶ可能性があります。さらに、制御メッセージが悪影響が及んでいる

サービスキューにある場合、ネットワークが不安定になる可能性があります。

したがって、非制約プライオリティキューは慎重に使用してください。プライオリティキュー

によって他のサービスの帯域幅が消費されないようにするには、コールアドミッション制御

（CAC）などの代替帯域幅制御システムの使用を検討することをお勧めします。

最低帯域幅保証（bandwidthコマンドによって設定される）を非制約プライオリティキューと
組み合わせて使用することはできません。プライオリティキューが使用可能な帯域幅をすべて

消費する可能性がある場合は、その帯域幅を他のクラスに保証することはできません。IOSで
はこのような設定は拒否されます。

（注）
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条件付きプライオリティキュー

帯域幅の消費を制御する別の方法は、priorityコマンドで値を入力することです。（priorityに
関しては、コマンドページを参照してください。）これは、条件付きポリサーを使用してキュー

アドミッションコントロールを処理する方法です。

条件付きプライオリティレートは、輻輳が親（ポリシーマップまたは物理インターフェイス）

レベルで存在する場合にのみ、ポリサーによるトラフィックを制限します。この状態は、クラ

ス（やインターフェイス）内を移動しようとするトラフィックにおける最大レートを超えた場

合に発生します。

重要な要素は、条件付きポリサーがスケジュールが輻輳している場合にのみ、パケットをド

ロップすることです。つまり、提供された負荷が、使用可能な帯域幅（物理インターフェイス

に適用されたフラットポリシーマップのコンテキストにおけるインターフェイス帯域幅）を超

えた場合にのみパケットをドロップします。

条件付きプライオリティクラスは、設定されたレートを超えるレートを使用できますが、同じ

ポリシー内の他のクラスとの競合が存在しない場合に限ります。

スケジュールは輻輳フィードバックをポリサーに提供します。ポリサーは観測した速度ですべ

てのパケットをカウントしますが、輻輳が発生しない限りドロップアクションを抑制します。

そのため、輻輳が発生していない場合、プライオリティキューは使用可能な帯域幅をすべて消

費しますが、輻輳が発生するとキューは設定されたレートにポリシングされます。

policy-map conditional_policer_example
class priority-class
priority 20000

プライオリティ値は kpsで設定され、priorityコマンドで設定されていますが、スケジュール
エントリを変更しません。（スケジュールエントリは、キューの予期される処理を格納する

場所であることを思い出してください。）代わりに、パケットがエンキューされる前に実行さ

れるポリサーを設定します。

次の図は、条件付きポリサーが輻輳の有無に関係なくどのように機能するかを示しています。

この例では、以前の設定を 100 Mbpsインターフェイスに接続しています。
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図 9 :条件付きプライオリティキュー

左側に描かれているスケジュールでは、輻輳は発生していません。輻輳フィードバックでは輻

輳は報告されないので、ポリサーはそのクラスに提供される 30 Mbps全体をエンキューしま
す。

輻輳が発生している右側に示されているスケジュールでは、ポリサーは priorityコマンドで設
定された 20 Mbpsレートを適用します。

条件付きポリサーにはメリットとデメリットがあることに注意してください。

プライオリティクラスは、現在他のクラスに使用されいないすべての帯

域幅を使用できます。

メリット
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特定のインターフェイスの転送容量がわからない場合は、ネットワーク

全体の優先容量を慎重に計画することはできません。真のプライオリティ

サービスは、低遅延（キューの増大なし）であり、パケットのドロップ

がなく、エンドツーエンドである必要があります。

インターフェイスが輻輳しているかどうかによって、一貫性のない動作

がみられるようになります。ポリシングレートをアンダープロビジョニ

ングした場合、そのクラスを使用しているアプリケーションで断続的な

問題が発生し、問題を診断することが非常に困難になる可能性がありま

す。

デメリット

条件付きポリサーとポリサーのオーバーヘッドアカウンティングの調整を同時に使用すること

はできません。

（注）

常時オン（無条件）ポリサーを使用したプライオリティキュー

帯域幅の消費を制御する 3つ目の方法は、キューアドミッションコントロールに対して明示
的常時オン（無条件）ポリサーを使用することです。

明示的なポリシングレートでプライオリティクラスを設定する場合、輻輳条件に関係なく、

トラフィックはポリシングレートに限定されます。つまり、帯域幅が使用可能であっても、

プライオリティトラフィックは、明示的なレートを超えることはできません。

このような設定の例を次に示します。

policy-map always_on_policer
class priority-class
priority
police cir 20m

次の図は、このようなポリサーの動作を示しています。
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図 10 :常時オンポリサー

明示的なポリシングレートを使用してプライオリティクラスを設定すると、このレートは常

に適用されます。つまり、十分な帯域幅があっても、プライオリティトラフィックが明示的な

レートを超えることはできません。これは、決定論的動作がプライオリティサービスにある

ことを意味します。ユーザーからアプリケーションのパフォーマンスが低下したというクレー

ムがある場合は、ネットワーク内のポリサーによるドロップを見つけ、プライオリティサービ

スに十分な帯域幅が割り当てられているかどうかを判断します。アプリケーションは、輻輳が

発生しているかどうかにかかわらず、同じエクスペリエンスを持つ必要があります。

プライオリティキューのバーストのおける考慮事項

前の章では、条件付きポリサーまたは常時オンポリサーを使用してプライオリティキューの

キューアドミッションコントロールを実行する方法について説明しました。具体的には、シ

ングルレート2カラーポリサーを採用しています。ポリシングの章から、ポリサーはバースト
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（シングルレート 2カラーポリサー）を許可するトークンバケット方式を使用して実装され
ていることがわかります。この方法でポリサーを使用する場合、この（バースト）許容値を制

御することは非常に重要です。

ポリサーによって許可されているバーストは、プライオリティキューが蓄積されるという結果

に終る可能性があります。それはそのキューの終わりに追加されるパケットの遅延が生成され

るためです。パケットは送信前にキュー内の全ての先行パケットが送信されるのを待つ必要が

あります。遅延の量は、シリアル化遅延、つまり物理メディア上でこれらのパケットを送信す

るのにかかる時間によって異なります。

特定のフローから複数のパケットが到着すると、それらはプライオリティキューでは異なる状

態になる可能性があります。あるパケットは到着し、すでに待機している多数のパケットの背

後にキューイングされている可能性があるため、ある程度の遅延が発生します。同じフロー内

の次のパケットは、空のプライオリティキューに到着し、すぐにスケジュールされる可能性が

あります。つまり、プライオリティキューの輻輳による潜在的な遅延は、潜在的なジッタ

（ジッタ、受信パケットの遅延の潜在的な変動）でもあります。

IOSのポリサーのバーストの既定許容値 は、常時オンポリサーで 250ミリ秒に、条件付きポ
リサーで200ミリ秒に設定されています。ポリサーによってバーストのエンキューが許可され
る場合、これらの数値は潜在的なジッタにほぼ直接変換される可能性があります。プライオリ

ティセマンティック（「プライオリティキュー（16ページ）」を参照）の概要では、音声ア
プリケーションは通常、ネットワーク全体で約 30 msのジッタと 150 msの遅延を許容できる
ことが分かりました。前者を考えると、通常、この予算の一部をネットワーク内の各ノードに

割り当てます。単純なガイドラインとしては、どの単一ノードであっても 5～ 10 msのバース
ト許容値（および潜在的なジッタ）を許可することです。

たとえば、プライオリティキューを 2 Mbpsのレートでキューアドミッションポリサーを使
用して設定し、バースト許容値を 5ミリ秒とします。 5 msで送信できるバイト数を計算しま
す。

バーストターゲット

=ポリースレート / 1バイトあたり 8ビット * 5ミリ秒
= 2 Mbps / 8 * . 005 = 1250バイト

常時オンポリサーの場合、設定例は次のようになります。

policy-map always_on_policer_burst_example
class voice
priority
police cir 2000000 1250

条件付きポリシングの場合、設定例は次のようになります。

policy-map conditional_policer_burst_example
class voice
priority 20000 1250

プライオリティポリシング長

「スケジューリングレート計算（オーバーヘッドアカウンティング）に含まれるもの（9
ページ）」の章では、スケジューリング長の概念を紹介しました。スケジューリング長とは、
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スケジューラがレートへの適合性を評価するときにパケット長を「表示」する方法です。「ポ

リシング」の章では、ポリシング長（ポリサーレート計算（オーバーヘッドアカウンティン

グ）に含まれるもの）と同様の概念も紹介しました。プライオリティキューに設定されたレー

トはポリシングレートであるため、そのレートへの適合性を決定する際にポリシング長を使用

します。この章で説明するように、ポリシーが物理インターフェイスに適用されている場合、

ポリシングとスケジューリング長は同じになります。ポリシング長を変更するには、ポリサー

オーバーヘッドアカウンティング機能を使用できます。

accountキーワードは、常時オンポリサーではなく、条件付きポリサーでサポートされます。（注）

マルチレベルプライオリティキューイング

マルチレベルプライオリティキューイング（MPQ）機能では、単一のサービスポリシーマッ
プで、トラフィッククラスごとに異なるプライオリティレベルを指定することによって、複

数のトラフィッククラスに対して複数のプライオリティキューを設定できます。

「スケジュール操作（4ページ）」では、プライオリティキューが P1または P2になること
を紹介しました。この機能の本来の目的は、トラフィック特性とジッタ耐性が異なるため、音

声とビデオを別々のプライオリティキューでサポートすることでした。特に、音声はパケット

サイズがより小さく（通常、音声の場合約 80バイトに対してビデオの場合は 1400バイト）、
より厳しいジッタ要件が求められます（非インタラクティブビデオは数百ミリ秒です）。そ

のため、音声用に P1キュー、ビデオトラフィック用に P2キューを使用します。

今日、多くのビデオアプリケーションは高度なアダプティブコーデックを使用し、音声とビ

デオのコンテンツを別々のストリームに分離しています。一部の人は、ビデオトラフィックは

現在その動作が TCPに似ており、帯域幅キューではより効果的であると主張しています。低
速リンクでのインタラクティブビデオでも P2キューが必要になる場合があります。

マルチレベルプライオリティキューイングを設定するには priorityコマンドで levelキーワー
ドを使用する必要があります。この機能は、条件付きポリサー、常時オンポリサー、および

絶対プライオリティキューでサポートされています。

次に、条件付きポリサーを使用したマルチレベルプライオリティキューの例を示します

policy-map multilevel-example2
class voice
priority level 1 5000 3125

class video
priority level 2 10000 12500

次は、常時オンポリサーを使用したマルチレベルプライオリティキューの設定例です。

policy-map multilevel-example1
class voice
priority level 1
police cir 5000000 3125

class video
priority level 2
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police cir 10000000 12500

レベルを明示的に設定しない場合、プライオリティキューは P1キューとして動作します。た
だし、マルチレベルプライオリティキューイングを構成する場合は、レベルを明示的に構成

する必要があります。

（注）

たとえば、次の設定は拒否されます。音声クラスのプライオリティレベルを明示的に設定する

必要があります。

policy-map multilevel-rejection-example
class voice
priority
police cir 5000000 3125

class video
priority level 2
police cir 10000000 12500

帯域幅キュー
帯域幅キューにより、厳密な遅延要件がないアプリケーションに対して、インターフェイス帯

域幅を割り当てることができます。スケジューリングの目的は、すべてのアプリケーションが

必要な帯域幅を受信できるようにし、他のアプリケーションで使用可能にすることによって未

使用の帯域幅を利用できるようにすることです。

次のように帯域幅の共有を検討できます。

アプリケーションが効果的に動作するように、帯域幅を保証します。たとえば、電子メー

ルアプリケーションがビジネスクリティカルであり、ネットワークの輻輳時でも動作し続

ける必要があると判断したとします。その場合は、ビジネス上の重要なアプリケーション

に対して使用可能な帯域幅の量を常に保証する必要があります。

輻輳時に犠牲にするアプリケーションを決定します。たとえば、ソーシャルメディアアプ

リケーションはビジネスクリティカルではないと判断する場合があります。従業員はこの

ようなアプリケーション用にネットワークを使用できますが、ビジネスクリティカルなア

クティビティを犠牲にすることはありません。これらのアプリケーションを、輻輳時に意

図的にサービスが消費されるキューに配置することができます。

「スケジュールエントリのプログラム方法（3ページ）」で説明したように、域幅キュース
ケジュールエントリには、Min、Max、および Exの異なる 3つのパラメータがあり、それぞ
れ bandwidth、shape、および bandwidth remainingコマンドによって設定されます。それで
は、これらのコマンドを詳しく見ていきましょう。

Bandwidthコマンド
bandwidthコマンドは、は、キューが処理されるスケジュールエントリに最低帯域幅（Min）
保証を設定します。アプリケーションの帯域幅の正確な要件を考慮すると、このコマンドは、

アプリケーションが輻輳時に必要なものを確実に受信できるように便利な方法を提供します。
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既定では、すべてのエントリに超過ウェイトが設定されているため、キューに対する追加保証

サービスが提供される可能性があります。

帯域幅保証はKbit/secで設定され、1 Kbps単位で設定できます。また、保証を物理回線レート
として設定することもできます。show interfaceコマンドを使用すると、帯域幅として公称イ
ンターフェイスレートのパーセンテージが表示されます。

たとえば、GigabitEthernetインターフェイスの show interface gigabit x/y/zコマンドは、1,000,000
kbit/secの BWを表示し、パーセント値はこの公称レートのパーセントになります。したがっ
て、Gigabitethernetインターフェイス上で bandwidth percent 50を設定した場合は、最小値 500
Mbpsが設定されます。

コマンド bandwidthは accountを受け入れます。これにより、レート適合性の計算に含まれる
オーバーヘッドを調整できるようになります。ただし、設定された account値はポリシーマッ
プ全体で一貫している必要があります（ポリシーマップ内のすべてのbandwidthコマンドとす
べての shapeコマンドは、同じアカウント値で設定されている必要があります）。

高速インターフェイスで非常に低い帯域幅保証を設定しないでください。注意

「スケジュールエントリのプログラム方法（3ページ）」で学んだように、超過キューを処
理する前に最低帯域幅が設定されているキューを処理します。さらに、スケジューリングレー

ト計算（オーバーヘッドアカウンティング）に含まれるもの（9ページ）で説明されている
ように、デフォルトでは、パケットのスケジューリング長には、そのパケットを転送する上で

消費される物理帯域幅が含まれていないことに注意してください（CRCまたはパケット間オー
バーヘッドは含まれません）これらの2つの事項を考慮に入れ、実際に利用可能な帯域幅を超
える帯域幅を保証しないように注意する必要があります。それ以外の場合は、超過ウェイトを

持つサービスによりキューが消費されてしまいます。

たとえば、最小値 98 Mbpsをキューに設定し、FastEthernetインターフェイス（100 Mbps）に
ポリシーを適用するとします。100バイトのフレームをすべて送信すると、各フレームのスケ
ジューリング長は 96バイトになりますが、それぞれ（必要なパケット間オーバーヘッドを含
む）によって消費される実際の帯域幅は 120バイトになります。

スケジューリング長の観点から見ると、物理帯域幅使用量として、98 Mbsは 120バイト/96バ
イト * 98 Mbps = 122.5 Mbpsに変換されることになります。

実際の帯域幅/スケジューリング長 * Min =物理帯域幅使用量
（100バイトフレーム +パケットオーバーヘッドあたり 20バイト）/（100バイトフレー
ム - 4バイト CRC）* 98 Mbps = 120バイト/96バイト * 98 Mbps = 122.5 Mbps

このように、帯域をお約束することはできません。一般に、プライオリティ保証と最小帯域保

証の合計が物理帯域の 75％ 以上になる場合は、他のサービスキューの帯域が不足しているか
どうかを確認してください。特に、class-defaultスケジュールエントリのデフォルト設定は超
過ウェイトのみを設定するため、class-defaultトラフィックに何が発生する可能性があるかを
考慮します。
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Shapeコマンド
shapeコマンドは、キューが処理されるスケジュールエントリの最大レートを設定します。
最大レートを設定しても、そのキューに対するスループットが保証されるわけではありませ

ん。それは単に上限値を設定するのみです。単に shape shapeコマンドを含むクラスを作成す
ると、そのクラスに割り当てられる帯域幅を決定するデフォルトの超過ウェイト設定（'1'）も
追加されます。

シェーピングは階層型ポリシーで最も一般的に使用されています。ただし、場合によっては、

フラットポリシーでシェーピングを使用することをお勧めします。つまり、帯域幅クラスに適

応型ビデオがあり、制約のない場合は、帯域幅の使用量が物理的に利用可能な範囲を超えて拡

大する可能性があります。したがって、そのフローの拡大を制限するためにシェーピングを使

用することをお勧めします。
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図 11 : Single-shapedキュー

上の図は、single-shapedキューの例を示しています。この単純な例では、設定は次のようにな
ります。

policy-map shape_example
class class-default
shape average 5m

パケットが到着すると、それらはそのクラスのキューの最後に追加されます。スケジューラ

は、指定されたレートでキューの先頭からパケットをプルしています。到着レート（パケット

がキューに到着するレート）がサービスレート（パケットがキューからプルされるレート)を
超える場合、パケット遅延となり、そのパケットはすべての先行パケットが送信されるまで
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キューで待つ必要があります。この単純な例では、他のキューが帯域幅を奪い合うことはない

ため、サービスレートはシェープレート（5 Mbps）と等しくなります。

この簡単な例から、シェーパーによりストリーミングが「円滑」に機能することがわかりま

す。通常、スケジューラによって解放された単一のパケットではなく、少数の小さなパケット

になります。最終結果は図のようになり、シェーパーはパケットが転送されるレートを測定し

ます。

Shape Average

shape averageコマンドは、クラスの最大レートを設定するための主要な手段です。

レートは1秒あたりのビット数、またはインターフェイス（または親シェーパー）のレートに
対する割合で設定できます。他のスケジューリングコマンドと同様に、accountキーワードを
使用してスケジュール計算に含まれるオーバーヘッドを調整できます。

例として、次のようにイーサネットインターフェイスに CRCとパケット間オーバーヘッドを
含めるように以前の設定スニペットを変更できます（詳細については、「スケジューリング

レート計算（オーバーヘッドアカウンティング）に含まれるもの（9ページ）」を参照して
ください）。

policy-map shape_example
class class-default
shape average 5m account user-defined 24

shape averageコマンドラインインターフェイスには、Bc（間隔あたりの持続または認定ビッ
ト数）およびBe（間隔あたりの超過ビット数）のオプションもあります。（これらのオプショ
ンは、IOS classicシェーピングのソフトウェア実装からの名残であり、ASR 1000シリーズア
グリゲーションサービスルータには影響を及ぼしません。）

（注）

ソフトウェアの実装では、処理のオーバーヘッドは、所定の間隔（通常はミリ秒）でのスケ

ジューリングに関連する計算を実行することだけが可能であったことを意味します。

Bcの調整により、転送されたトラフィックのバースト性を犠牲にして、スケジューリングの
頻度（そしてそれによる処理のオーバーヘッド）をさらに減らします。Cisco ASR 1000シリー
ズアグリゲーションサービスルータでは、スケジューリング決定は専用のハードウェアで実

行されるため、（頻繁に）スケジューリング決定を行ってもパフォーマンスが低下することは

ありません。ハードウェアを最適化して、転送するストリームからバースト性を排除し、Bc
または Beへのユーザー入力を排除しました。

Shape Peak

shape peakコマンドは ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータでサポートされ
ますが、shape averageコマンドを超える機能は提供していません。既存の IOS classicデバイ
スから ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータへ簡単に設定を移行できるよう
にサポートします。shapepeakコマンドを使用すると、ルータは設定されたレートBcを調べ、
目標のシェーピングレートを計算します。このレートは、 show policy-map interfaceコマンド
出力に表示され、ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータは、ハードウェアス
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ケジュールエントリにプログラム設定されます。新しい設定を作成する場合は、shapeaverage
コマンドを使用する必要があります。

Bandwidth Remainingコマンド
Thebandwidth remainingコマンドで、スケジュールエントリの超過ウェイトを設定するため、
超過帯域幅のキューの割合が決定します。超過帯域幅は、priorityまたは bandwidthコマンド
によって別のキューに明示的に保証されず、保証されているキューによっても使用されない帯

域幅として定義されていることを思い出してください。（超過ウェイトの詳細については、

「スケジュールエントリのプログラム方法（3ページ）」を参照してください。）超過帯域
幅の共有を確定的な方法（初期状態によって完全に決まる動作）で分散することにより、帯

域幅の浪費を回避します。（帯域幅の共有の詳細については、「帯域幅キュー（24ページ）」
を参照してください。）

bandwidth remainingコマンドも、キューに帯域幅を保証する効果的な方法でもあります。超
過帯域幅の共有のみを使用してすべての帯域幅を割り当てることは、完全に合理的であり、非

常に一般的です。

bandwidth remainingコマンドには、bandwidth remaining ratioと bandwidth remaining percent
の2つのバリアントがあります。いずれの場合も、スケジュールエントリに同じ超過帯域幅パ
ラメータを設定します。2つの形式における理論的根拠は、階層型ポリシーについて説明する
ときに理解ただし、物理インターフェイスに適用されたフラットポリシーのコンテキストで

は、どちらの形式を選択してもプロビジョニングが簡単になります。

両方のバリアントで（他のスケジューリングコマンドと同様に）accountキーワードをサポー
トしています。

（注）

Bandwidth Remaining Ratio

bandwidth remaining ratioコマンドに関して最初に理解する必要がある点は、値を明示的に設
定しない限り、すべての帯域幅キューのスケジュールエントリには1（' 1 '）の既定の超過ウェ
イト（Ex）が備わっているということです。（たとえば、作成時に、class-defaultキューのス
ケジュールエントリの Exは 1になります。）理解しやすい確定的既定値を持つことで、QoS
スキームを設計する際のあいまいさが解消されます。

次のポリシーマップの例を考えてみましょう。

policy-map BRR-Example1
class mission-critical
bandwidth remaining ratio 3

このポリシーには、スケジューリングコマンドで明示的に作成するmission-criticalクラス用と
暗黙の class-default用の 2つのキューがあります。

では、このポリシーを 100 Mbpsインターフェイスに適用し、各キューに 100 Mbpsを提供して
みましょう。スケジュール階層とクラスごとの予想スループットは、次のようになります。
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図 12 :比率によって明示的に割り当てられる帯域幅の分割

次に、 shapeコマンドを使用して明示的にクラスを追加して、ポリシーを変更してみましょ
う。shape (class-map)コマンドのページで学んだように、shape peakコマンドでそのキューの
スケジュールエントリの最大値を設定します。Exは明示的に設定されていないため、デフォ
ルトの 1になります。

最大エントリは、キューに対する帯域幅の共有を保証するものではなく、単にそのキューの可

能なスループットの上限値を設定します。

（注）

ポリシーは次のようになります。

policy-map BRR-Example1
class mission-critical
bandwidth remaining ratio 3

class limit-throughput
shape average 50m

このポリシーを 100 Mbpsインターフェイスに適用し、各クラスに 100 Mbpsを提供する場合、
スケジュール階層と予想されるスループットは次のようになります。
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図 13 : bandwidth residual ratioコマンドを使用した明示的クラスの超過ウェイトの変更

予想されるスループット（60M、20M、および 20M）は、Ex値の比率（3、1、および 1）を反
映します。重要点は、 bandwidth remaining ratioコマンドを使用して超過ウェイトを変更する
と、明示的に変更するクラスのエントリのみが変更されることです。

帯域幅余剰比率は 1から 1000まで範囲があるため、異なるキューのサービスレート間で大き
なバリアンスを獲得できます。

Bandwidth Remaining Percent

bandwidth remainingpercentコマンドでも、帯域幅キューのスケジュールエントリの超過ウェ
イト（Ex）を変更することができます。明らかに、パーセントベースのスキームでは、すべて
の帯域幅キューにおける超過ウェイトの合計は100である必要があります。これは、class-default
と明示的に設定されていない他のすべてのキューの（明示的に割り当てられていない）割合を

（同等に）分配することによって実現します。

このコマンドの詳細については、bandwidth [remaining percent]コマンドページを参照してくだ
さい。

最も単純な例として、Bandwidth Remaining Ratio（29ページ）の最初の例を考えましょう。
policy-map BRP-Example1
class mission-critical
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bandwidth remaining percent 75

スケジュール階層とクラスごとの予想スループットは、次のようになります。

図 14 :パーセントで明示的に割り当てられた帯域幅の分割

class-defaultの超過ウェイトが明示的に設定されていませんが、（デフォルトで "1"から）変更
されたことに注目してください。

次に、残存帯域幅が明示的に設定されていないキューイングクラスを追加します。先ほどの説

明にもあったように、シェーパーだけでクラスを追加します（「Bandwidth Remaining Ratio（
29ページ）」の「比率によって明示的に割り当てられる帯域幅の分割」の図を参照してくだ
さい）。

policy-map BRP-Example2
class mission-critical
bandwidth remaining percent 75

class limit-throughput
shape average 50m

この例では、class-defaultと明示的に割り当てられていないクラスにおける割合の分割に重点
を置いています。

階層とスループットは次のようになります。
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図 15 :追加されたシェーパーを使用して、class-defaultクラスと割り当てられていないクラス間で帯域幅の割合を分割
する

2パラメータ対 3パラメータスケジューリング
先ほどの説明にあったように、各帯域幅キューのスケジュールエントリには、キューサービ

スを制御するための 3つのパラメータ（Min、Max、Ex）があります。（スケジュールエント
リのプログラム方法（3ページ）を参照）。そのため、ASR 1000シリーズアグリゲーショ
ンサービスルータでは、スケジューラの実装を 3つのパラメータによるスケジューラとして
分類しています。

既存の IOS Classicの実装では、より単純な 2つのパラメータによるスケジューラを提供しま
す。Minと Exの個別のエントリの代わりに、各スケジュールエントリには単一ウェイトのみ
となります。また bandwidthまたは bandwidth remainingコマンドを使用したかどうかにかか
わらず、同じ単一ウェイトを設定しました。違いを把握するために、bandwidthコマンドに焦
点を当てた例を見てみましょう。

この例では、ポリシーマップは次のようになります。

policy-map bandwidth-example
class bandwidth-class1
bandwidth percent 5
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class bandwidth-class2
bandwidth percent 20

次に、100 Mbpsインターフェイスに適用されたポリシーマップを検討し、各キューに100 Mbps
を提供します。次の図は、ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータ（左側）と
IOS Classicイメージを実行しているルータ（例： Cisco 7200、右側）の両方で、スケジュール
設定と予想スループットがどのように表示されるかを説明しています。

25 MbpsはASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータの 3つのパラメータによるス
ケジューラに割り当てられ、最低帯域保証が遵守するために 25 Mbpsを使用し、超過帯域幅が
75 Mbps残ります。この超過帯域幅は、各キューが受け取る既定の超過ウェイトである「1」
に基づいて、2つのキューで均等に共有されます。

この同じ設定を2つのパラメータによるスケジューラに適用すると、設定された帯域幅の値に
より、スケジュールエントリの単一ウェイトのパラメータが決定します。「Minスケジューリ
ングと超過帯域幅の共有」という概念はここでは適用されません。代わりに、各エントリで

は、すべての帯域幅共有は、単一ウェイトのみに依存します。

図 16 : IOS XEを搭載した ASR 1000と IOS Classicを実行しているルータで同じ設定を実行
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この例を見ると、IOS XEを実行している ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルー
タで同じ設定をした場合、IOSのクラシックイメージを実行しているルータとは動作が大きく
異なることがわかります。

IOS Classicを実行しているルータと同一の動作を実現するには、超過帯域幅の共有のみを使用
して設定を使用できます。IOS Classic設定での bandwidth percentステートメントを IOS XE
でのbandwidth remainingpercentステートメントに変更すると、既存の設定を簡単に移行でき
るようになります。

（注）

スケジュールのバースト性

スケジューリングにおけるバースト性の考えられる送信元は、パケットのバッチ処理およびス

ケジューラによる時間表記にあります。

パケットのバッチ処理

このソースは意図されたものであるため、問題を引き起こすことはありません。ハードウェア

で実装されているように、スケジュールが1秒間に下すことができる決定の数を制限します。
小さなパケットすべて、たとえば 64バイトのフレームを送信する場合、10 Gbpsのような高速
インターフェイスでパケットごとに決定を下す場合、スケジュールはそれを維持するのに苦労

する可能性があります。この負担を軽減するために、ハードウェアは小さなパケット（同じ

キューから最大約512バイト）をバッチ処理し、スケジューラにそれらを単一の決定として処
理させます。

したがって、キューの先頭に 512バイトのパケットが 1つあれば、それを単一のパケットとし
てスケジュールに送信します。反対に、5つの 64バイトパケットがキューの先頭にあった場
合、スケジューラの観点から、それらのパケットは単一のパケットとしてバッチ処理します。

つまり、5つのパケットすべてを同時にキューからプルし、それらを 1回のバーストとしてワ
イヤ上で転送します。単一のMTUのサイズがバーストのサイズを大幅に超えると、後者はダ
ウンストリームのバッファリングや他のキューのジッタに与える後の影響はわずかになりま

す。

スケジューラによる時間表記

2番目に考えられるバースト性の送信元は、ハードウェアのスケジュールがどのように時間を
追跡しているかに起因します。同じポリシーマップ内に非常に小さいレート（たとえば 100K
以下）と非常に大きいレート（たとえば 100M以上）を混在させると、高いレートで設定され
たキューからのトラフィックのスケジューリングに予期しないバーストが発生する可能性があ

ります。

リアルタイムスケジューリングを使用する場合（bandwidthまたは shapeコマンドのいずれ
かを使用して）、レートをビット/秒で指定します。つまり、各スケジュールエントリには、
リアルタイムの概念を持っている必要があり、サービスレートをそのエントリのリアルタイム

と照らし合わせて監視する必要があります。時間の表記は、指定されたスケジューラのすべて

のエントリにわたって一致している必要があります。
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8 Kbpsのシェーパー（8000ビット/秒 = 1000バイト/秒）について考えてみましょう。

64バイトのパケットを送信することは、（64バイトのパケット * 64/1000 =）64ミリ秒ごと
に 1つのパケットを送信すること（と同等）になります。
1500バイトのパケットを送信することは、（1500バイトのパケット * 1500/1000 =）1.5秒
ごとに 1つのパケットを送信すること（と同等）になります。

64ミリ秒から始まる範囲を表記する必要があります。これを行うには、時間をカウントし、
すべてのカウンタの増分が 10.5ミリ秒のリアルタイムを表示するようにします。

今度は 10 Gbpsのシェーパーについて考えてみましょう。 10.5ミリ秒では、1500バイトのパ
ケットを 8750個送信することが予想されます。

10,000,000,000 b/sec * .0105 sec = 105,000,000ビット、つまり 105,000,000/8/1500、または 1500
バイトパケットを 8750個

これは巨大なデータバーストです。10.5ミリ秒の増分で時間をカウントすると、時計が進む
（進む）ときはいつでも、そのバーストを送信する必要があります。対照的に、.65ミリ秒が
リアルタイムを表示している場合、1500バイトのパケットを542個送信されると予想されます
（はるかに扱いやすい状況）。

時間の表記は、ポリシーマップ内で設定される最低レートによって決まります。次の表は、選

択した時間とポリシーマップで設定されているレートの粒度を示します。（詳細は ESP-20に
おいて正確ですが、ASR1Kハードウェアのすべてのバリアントに対して類似しているという
だけです。）

表 2 :選択した時間の粒度と設定したレート

選択した時間の粒度ポリシーマップのレート範囲

10.5ミリ秒8K～ 14K

5.2ミリ秒15K～ 28K

2.6ミリ秒29K～ 57K

1.3ミリ秒58K～ 115K

0.65ミリ秒116K～ 231K

0.33ミリ秒232K～ 463K

0.16ミリ秒464K～ 927K

0.08ミリ秒928K～ 3094K

40マイクロ秒3.1M～ 6.1M

20マイクロ秒6.2M～ 12.2M

10マイクロ秒12.3M～ 24.6M
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選択した時間の粒度ポリシーマップのレート範囲

5マイクロ秒24.7M～ 49.4M

2.5マイクロ秒49.5M～ 99M

1.3マイクロ秒99.1M～ 198M

0.6マイクロ秒198.1M～ 396M

0.3マイクロ秒396.1M～ 10G

表を見ると、ポリシーマップ内のすべてのレートが 116K以上である場合、この時間の表記に
よって発生したバーストは 1ミリ秒未満であるため、それほど重要ではないことがわかりま
す。シェープまたは帯域幅レートを高速インターフェイスで 116K未満に設定した場合は、意
図していない結果が生じないようにする必要があります。（たとえば、ポリシーマップ内のす

べてのレートが 29K～ 57Kの場合、この時間表記で発生するバーストは 2.6ミリ秒になりま
す。）結果として、ダウンストリームデバイスにそのようなバーストを受信する上でのバッ

ファリングが不十分な場合に起こるデバイスのドロップ、WREDドロップパケット、または
ダウンストリームポリサーがバースト許容値を超えた場合に起こるパケットのドロップなどが

発生する可能があります。

キューにおける最低保証サービスレート

どのキューについても、最低保証サービスレート（他のすべてのキューが輻輳している場合に

キューが受け取るサービス）を計算できます。前述のいくつかの例では、各キューにおける

100%の提供レートについて説明してきました。これらの例では、予想されるスループットが
最低保証サービスレートです。このレートにより、アプリケーションが深刻な輻輳の下でど

のように動作するかを予測できる場合があります。つまり、ネットワークがシステム上過負荷

となっているときに、アプリケーションが実行されることを期待できますか。

保証レートから計算できる特に有用な数値の1つとして、出力キューがいっぱいになった場合
にパケットが受ける遅延があります。たとえば、オーバーサブスクライブビデオキューにつ

いて考えてみましょう。そのポリシーマップは次のようになります。

policy-map min-service-rate-example
class priority-class
priority
police cir 1m 1250

class video
bandwidth 1000

class mission-critical
bandwidth 2000

この例では、次の分析図から分かるように、ポリシーマップを10Mbpsイーサネットインター
フェイスに適用し、提供される負荷を各クラスに付加します。（「スケジュール操作（4
ページ）」のガイドラインに準拠します。）
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Videoクラスは、最低保証サービスレートである 3 Mbps（1 Mbps (bandwidthコマンドで設定
されたMin）+ 2 Mbps（常に保証されている超過帯域幅の割合)で処理されます。関連する計
算をより詳しく見ましょう：

10 Mbps - 1 Mbps（P1用）- 3 Mbps（ビデオおよびミッションクリティカルアプリケーショ
ンのための最低保証帯域）= 6 Mbps
6 Mbpsの超過帯域幅（アカウンティング後の P1および最低保証用）/3（すべてのキューに
おいて 3つに均等に割り当てる） = 2 Mbps

図 17 :最低サービスレートと遅延の「エクスペリエンス」

最低保証サービスレートで、ビデオキューに到着する遅延パケットの「エクスペリエンス」

を計算できるようになります。デフォルトの64パケットのキュー制限を使用すると（オーバー
サブスクリプションの場合、キューがいっぱいになり、64パケットが含まれると予想されま
す）、新しいパケットはドロップされるか、キューの末尾に配置されます（パケットがビデオ

キューから取り出された直後にパケットが到着した場合）。

このビデオトラフィック用のキューを考えると、平均パケットサイズは約1400バイト（MPEG
Iフレームのサイズ）になると予想され、バッファリングされたデータ量として 716,800ビッ
トが生成されます。

64パケット * 1400バイト/パケット * 8ビット/バイト = 716800ビット
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3Mbpsの最低レートを考えると、このキューを排出するために239ミリ秒が必要になります。

716800ビット/3 Mbps = 0.239秒（239ミリ秒）

このように、最低保証サービスレートを設定すると、輻輳した状況でのアプリケーションの動

作を予測することができます。

Pakプライオリティ
Pakプライオリティは、ネットワークの安定性にとって重要となる非常に重要な制御パケット
(インターフェイスキープアライブ、BFDパケット、一部のルーティングプロトコル helloな
ど）を保護するためのスキームを指定します。このセクションでは、これらのパケットを説明

し、それらがどのようにスケジュールされるかを概説します。

Pak_priorityという名前は残念ながら、制御パケットがプライオリティキューに（実際に）
キューイングされず、混乱を招く可能性があります。

（注）

Pak_priorityを使用すると、制御パケットの配信の保証を試行しますが、低遅延の保証はされま
せん。制御パケットには、コントロールプレーンで最初に生成されたとき、pak_priorityフラ
グがマークされます。このフラグはルータの外部には伝播されず、パケットを出力インター

フェイスに送信するときに特別な処理が行われるようにするためにのみ使用されます。

IPカプセル化された制御パケットの DSCPを CS6に設定して、それらが通過する必要がある
ネットワーク内の他のデバイスでそれらを保護していることを確認します。制御パケットを生

成するルータでは、pak_priority指定は、CS6パケットに対して設定する保護よりもさらに強化
された保護を指示します。

次の表は、内部 pak_priorityフラグでマークされているパケットとプロトコルの一覧です。

pak_prorityフラグでマークされているパケットおよびプロトコル
表 3 : pak_priorityフラグでマークされた制御パケット

パケットとプロトコルマークされるレベル

レイヤ 1とレイヤ 2

ATMアドレス解決プロトコル否定応答（ARP
NAK）

ATM ARP要求

ATMホスト ping操作、管理、保守セル
（OA&M）
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パケットとプロトコルマークされるレベル

ATM暫定ローカル管理インターフェイス
（ILMI）

ATM OA&M

ATM ARP応答

Cisco Discovery Protocol

ダイナミックトランキングプロトコル

（DTP）

イーサネットループバックパケット

フレームリレーエンドツーエンドキープアラ

イブ

フレームリレー Inverse ARP

フレームリレーリンクアクセス手順（LAPF）

フレームリレーローカル管理インターフェイ

ス（LMI）

ホットスタンバイ接続間制御パケット

（HCCP）

ハイレベルデータリンク制御（HDLC）キー
プアライブ

リンク集約制御プロトコル（LACP）
（802.3ad）

ポート集約プロトコル（PAgP）

PPPキープアライブ

リンク制御プロトコル（LCP）メッセージ

PPP LZS-DCP

シリアルラインアドレス解決プロトコル

（SLARP）

一部のマルチリンクポイントツーポイントプ

ロトコル（MLPP）制御パケット（LCP）

IPv4レイヤ 3

プロトコル独立型マルチキャスト（PIM）hello
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パケットとプロトコルマークされるレベル

内部ゲートウェイルーティングプロトコル

（IGRP）hello

OSPF hello

EIGRP hello

Intermediate System-to-Intermediate System
（IS-IS）hello、完全シーケンス番号 PDU
（CSNP）、PSNP、ラベルスイッチドパス
（LSP）

ESIS hello

トリガーされたルーティング情報プロトコル

（RIP）確認応答

TDPおよび LDP hello

リソース予約プロトコル（RSVP）

一部の L2TP制御パケット

一部の L2F制御パケット

GRE IPキープアライブ

IGRP CLNS

双方向フォワーディングプロトコル（BFD）

pak_priorityパケットの保護レベル
第 1レベル

ポリサーまたはWREDは、この指定を持つパケットをドロップしません。

第 2レベル

出力キューが既にいっぱいの場合でも、pak_priorityパケットをエンキューします。これを理解
するには、最初に、QoSが設定されていない物理インターフェイスを見てみましょう。まだ
キューが必要で、そのためそのキューからパケットをプルするスケジュールが必要となりま

す。

インターフェイスに QoSが設定されていない場合、ファーストインファーストアウト
（FIFO）キューが1つあります（インターフェイスのデフォルトキューと呼ばれます）。.
（class-defaultキューと混同しないでください）。
次の図では、キューがいっぱいになると通常のデータパケットが到着します。スケジュー

ルエントリには、標準の最小値と既定の Ex値（インターフェイスレートの 10%および
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1）が含まれていることに注意してください。キューが 1つしか存在しないため、これらの
値は無効になります。競合せずに、1つのキューが使用可能なすべての帯域幅を受け取りま
す。

図 18 :キューがいっぱいになると通常のパケットが到着する

すべてのキューと同様に、キュー制限により、キューがいっぱいであるとみなされる前にバッ

ファできるデータの量が決定します。

キューがいっぱいになると、pak_priorityパケットが到着し、キュー制限を無視してエンキュー
します。パケットは、すべての先行パケットが送信されるまで待機する必要があります。ほと

んどの ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータプラットフォームでは、デフォ
ルトのキュー制限は 50ミリ秒です。したがって、50ミリ秒の pak_priorityパケットを遅延さ
せることがありますが、その配信を保証します。
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図 19 : pak_priorityパケットは、キューがいっぱいになったときに到着し、キュー制限は無視されます。

インターフェイスでQoSを設定する場合は、pakプライオリティに関する説明は少し変わって
きます。それでは、この章（「シェーパーを使用したスケジュール操作（7ページ）」を参
照）に出てくる一番最初の例の 1つをもう一度考えてみましょう。
policy-map scheduling-example
class voice
priority level 1
police 20m

class video
priority level 2
police 10m

class mission-critical
bandwidth 20000
shape average 30m

これは以前に説明していなかった点です。以下にあるように、ポリシーを設定するときに、イ

ンターフェイスのデフォルトキューは削除しません.
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図 20 :専用の pak_priorityキューとしてのインターフェースデフォルトキューの転用

Pak_priorityパケットは、インターフェイスのデフォルトキューにまだエンキューされていま
す。基本的にキューは専用の pak_priorityキューとして再利用されています。

図を見ると、Min値の重要度（ラインレートの10%に設定）が分かります。この値は、（Min
サービスが設定された）他のキューによりこのサービスのキューが消費されることがないこと

を保証します。

しかし、ラインレートの 10%をMinと設定しますが、この帯域幅を消費することはありませ
ん。非常に少数の重要なパケットのみを pak_priorityとしてマークするため、到着するレート
は無視できる程度です。他のキューの動作には影響しないことを理解した上で、Minを多めに
設定しました。あまりにも多くのパケットを「pak_priority」とマークすると、この方式は機能
しません

ルーティングプロトコルでは、Helloパケットをマークしますが、pak_priorityによるルーティ
ングアップデートはマークしません。したがって、CS6パケット用の帯域幅キューを作成する
必要があります。

Helloパケットはインターフェイスのデフォルトキューを通過し、ルーティングアップデート
では新しく作成された帯域幅キューが使用されます。

例外は BGPです。ここでは、Helloパケットを pak_priorityとしてマークしません。どうして
ですか。BGP Helloパケットおよびアップデートでは、同じ TCPストリームが共有されます。
特別な処理を行うと、TCPパケットが順序どおりに届かなくなります。これらを消費すること
ができないため、これでは利点がありません。

pak_priorityパケットを（DSCPまたは他のフィールドと照合して）分類し、帯域幅キューに移
動しようとしても、実行されません。パケットは引き続きインターフェイスのデフォルトキュー

に入れられます。ただし、パケットを分類し、指定されたプライオリティキューに移動する

ことができます。
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フローベース均等化キューイング
フローベースの均等化キューイングにより、ポリシーマップ内の同じクラスに属するフロー間

の公平性を確保できます。これは、高速ストリームと競合するトラフィックの低速（よく動作

する）ストリームを保護します。

個々のクラスがオーバーサブスクライブされている（提供レートがサービスレートを上回って

いる）場合、高レートフローが、低レートフローを持つサービスを消費してしまう可能性が

あります。これを理解するには、同じ物理キューをターゲットとする複数のストリームを考慮

する必要があります。キューがいっぱいになると、パケットがさらにはドロップされます。ス

ケジューラがキューからパケットを送信するたびに、キューの末尾に1つのスペースが開きま
す。次に到着するパケットのエンキューに成功しました。次の例を見ると、ストリーム 1（高
レートストリーム）からのパケットが次に到着する可能性が高いことがわかります。ストリー

ムが公平に処理されていません。インタフェースに転送されるものは、キューに入れるために

どのパケットが管理するかによって決まります。

高レートストリームがクラス帯域幅を不均等に割り当てられるだけでなく、低レートストリー

ムの遅延にも影響します。.正常にエンキューされたパケットは常に完全なキューの末尾にあ
るため、他のすべてのパケットが送信されるまで待機してから転送する必要があります。

図 21 :フローベースの均等化キューイングを使用しない場合の遅延

フローベースの均等化キューイングにより、この問題を軽減できます。この fair-queueコマン
ドを発行すると、その 1つのクラスに対して 16個のキューを作成するようにルータに指示し
ますが、これは階層スケジューリングの単純なスキームです。 .
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均等化キューの子スケジュールをプレソーターと見なしてください。同じクラスをターゲット

とする複数のストリーム間でソーティングと均等化が実現します。

図 22 :フローベースの均等化キューイングによって提供されるプレソートと均等化

policy-map fair-queue-example
class voice
priority level 1
police 20m

class video
priority level 2
police 10m

class mission-critical
bandwidth 20000

class class-default
fair-queue
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図 23 :フローベースの均等化キューイングによるパケットフロー

確認
show policy-map interfaceインターフェイスコマンドを使用して、スケジューリングの操作を
確認できます。このコマンドによって、長期間の傾向と、設定されたポリシーの完全なビュー

が表示されます。

データプレーンは 10秒ごとにコントロールプレーンに統計情報を送信し、コントロールプ
レーンは10秒ごとに独自の統計情報をリフレッシュします。これは、showpolicy-map interface
コマンドの出力値が 10秒ごとに更新されることを意味します。現在のキューの深さなど、瞬
時の状態を表すカウンタの中には、あまり役に立たないものもあります。真の瞬時の状態の情

報が必要な場合は、ハードウェアカウンタを直接確認します。

次の設定は、show policy-map interfaceインターフェイスコマンドの例です。

policy-map show_policy-example
class voice
priority level 1
police cir percent 10 bc 5 ms
class video
priority level 2
police cir percent 20 bc 10 ms
class critical-data
bandwidth percent 50
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このポリシーには、明示的に設定された 3つのクラスと暗黙の class-defaultを含む 4つのクラ
スがあります。

show policy-map interfaceコマンドからの出力は、設定されたポリシーを反映し、設定された
各クラスのセクションがあります。各クラス内の出力は、分類セクションと設定済みアクショ

ンごとのセクションで一貫して編成されています。

プライオリティクラスのキューイング情報は、そのクラスの他の機能（ポリサー）とは別に表

示されることに注意してください。これは、複数のプライオリティクラスが同じキューにマッ

プされる可能性があるためです。

次に、show policy-map interfaceコマンドの出力例を示します。出力データが連続した 1つの
集合体となっていますが、出力の構造を強調するためにセクションに分割します。

このセクションには、プライオリティレベル

1のキューのキュー情報が表示されています。
Device#show policy-map interface g1/0/4
GigabitEthernet1/0/4

Service-policy output: show_policy-example

queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 1
queue limit 512 packets
(queue depth/total drops/no-buffer

drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output)

39012/58518000

このセクションには、プライオリティレベル

2のキューのキュー情報が表示されています。
queue stats for all priority classes:
Queueing
priority level 2
queue limit 512 packets
(queue depth/total drops/no-buffer

drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output)

61122/91683000

このセクションでは、voiceという名前のクラ
スの統計データが表示されています。

最初の行に表示されているのは、分類統計デー

タです。

Class-map: voice (match-all)
39012 packets, 58518000 bytes
5 minute offered rate 672000 bps, drop

rate 0000 bps
Match: dscp ef (46)
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プライオリティレベルは、このクラスによっ

て使用される上記のプライオリティキューを

示します。

キューアドミッションコントロールに使用さ

れるポリサーの統計情報もここに表示されま

す。

Priority: Strict, b/w exceed drops: 0
Priority Level: 1

police:
cir 10 %, bc 5
cir 100000000 bps, bc 62500 bytes

conformed 39012 packets, 58518000
bytes; actions:

transmit
exceeded 0 packets, 0 bytes;

actions:
drop

conformed 672000 bps, exceeded 0000
bps

これは、videoというクラスのセクションの開
始部分です。

分類統計データと基準が最初に表示されます。

Class-map: video (match-all)
1376985 packets, 2065477500 bytes
5 minute offered rate 9171000 bps,

drop rate 0000 bps
Match: dscp af41 (34)

このセクションでは、videoという名前のクラ
スで設定されたアクションが表示されていま

す。

キューアドミッションコントロールポリサー

の統計データです。

プライオリティレベルは、このクラスからの

パケットが、上記に示しプライオリティレベ

ル 2のキューにエンキューされることを示し
ます。

police:
cir 20 %, bc 10
cir 200000000 bps, bc 250000 bytes

conformed 1381399 packets,
2072098500 bytes; actions:

transmit
exceeded 0 packets, 0 bytes;

actions:
drop

conformed 9288000 bps, exceeded 0000
bps

Priority: Strict, b/w exceed drops: 0

Priority Level: 2

これは「critical-data」というクラスのセクショ
ンの開始部分です。

通常通り、分類統計データと基準が最初に表

示されます。

Class-map: critical-data (match-all)
45310 packets, 67965000 bytes
5 minute offered rate 719000 bps, drop

rate 0000 bps
Match: dscp af11 (10)

このクラスには帯域幅アクションがあるため、

このクラスに対してキューが作成されます。

このセクションでは、キューに関連する設計

と統計データが表示されています。

Queueing
queue limit 2083 packets
(queue depth/total drops/no-buffer

drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output)

45310/67965000
bandwidth 50% (500000 kbps)
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これは class-defaultのセクションの開始部分
で、すべてのポリシーに存在する暗黙のクラ

スです。

通常通り、最初にこのクラスに属するとみな

されるパケットの統計データが表示されてい

ます。

Class-map: class-default (match-any)
51513 packets, 77222561 bytes
5 minute offered rate 194000 bps, drop

rate 0000 bps
Match: any

このセクションでは、class-defaultのキュー情
報が表示されています。

queue limit 4166 packets
(queue depth/total drops/no-buffer

drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output)

1371790/2057638061

前述のように、showpolicy-map interfaceコマンドは 10秒ごとにデータプレーンから更新を受
け取ります。

また、システムの動作をリアルタイムで表示するために、直接データプレーンを確認すること

もできます。このコマンドでは、データプレーンが予想どおりにプログラムされていることを

確認することもできます。

パケットエンキューまたはドロップされたパケットなどの長期間イベントのカウンタは、情報

がコントロールプレーンにプッシュされるたびに、10秒ごとにクリアされます。

おそらく、データプレーンの最も有用なカウンタは、キュー深度における即時データです。こ

のコマンドは発行するたびに読み取られるため、キューが輻輳しているかどうか、輻輳が持続

しているか、バースト動作が発生しているかどうかをリアルタイムで把握できます。

showplatformhardware qfp active feature qos interfaceインターフェイスは、ハードウェアデー
タプレーンの QoS設定と統計データを表示するコマンドです。

次に、上記の設定と show policy-map interfaceの例に対応するコマンドからの出力例を次に示
します。

コマンドの出力が、ポリシーマップの構造と設定された各クラスのセクションと共に反映して

いることがわかります。

Device#show platform hardware qfp active
feature qos interface gig1/0/4
Interface: GigabitEthernet1/0/4, QFP
interface: 11
Direction: Output
Hierarchy level: 0
Policy name: show_policy-example
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voiceという名前のクラスのセクションの開始
部分です。

ポリサー設定と 10秒間隔で更新される統計
データです。

Class name: voice, Policy name:
show_policy-example

Police:
cir: 100096000 bps, bc: 63488

bytes
pir: 0 bps, be: 0 bytes
rate mode: Single Rate Mode
conformed: 0 packets, 0 bytes;

actions:
transmit

exceeded: 0 packets, 0 bytes;
actions:

drop
violated: 0 packets, 0 bytes;

actions:
drop

color aware: No
green_qos_group: 0,

yellow_qos_group: 0
overhead accounting: disabled
overhead value: 0, overhead atm:

No

voiceクラスのキュー情報

これは、キュー深度を表す即時データで、非

常に便利です。

Queue: QID: 175 (0xaf)
bandwidth (cfg) : 0

, bandwidth (hw) : 0
shape (cfg) : 0

, shape (hw) : 0
prio level (cfg) : 1

, prio level (hw) : 0
limit (pkts ) : 512

drop policy: tail-drop
Statistics:
depth (pkts ) : 0
tail drops (bytes): 0

, (packets) : 0
total enqs (bytes): 0

, (packets) : 0
licensed throughput

oversubscription drops:
(bytes): 0

, (packets) : 0
Schedule: (SID:0x258)
Schedule FCID : 16
bandwidth (cfg) : 1050 Mbps

, bandwidth (hw) : 1050.01 Mbps

shape (cfg) : 1050 Mbps
, shape (hw) : 1050.01 Mbps
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class-defaultのセクションの開始部分です。

このクラスのキュー情報です。

10秒間隔で更新される即時深度と統計データ
です。

Class name: class-default, Policy name:
show_policy-example

Queue: QID: 176 (0xb0)
bandwidth (cfg) : 0

, bandwidth (hw) : 0
shape (cfg) : 0

, shape (hw) : 0
prio level (cfg) : 0

, prio level (hw) : n/a
limit (pkts ) : 4166

drop policy: tail-drop
Statistics:
depth (pkts ) : 0
tail drops (bytes): 0

, (packets) : 0
total enqs (bytes): 3420000

, (packets) : 2280
licensed throughput

oversubscription drops:
(bytes): 0

, (packets) : 0

videoという名前のクラスのセクションの開始
部分です。

アドミッションコントロールポリサーの設定

と統計データが最初に表示されます。

Class name: video, Policy name:
show_policy-example

Police:
cir: 200064000 bps, bc: 253952

bytes
pir: 0 bps, be: 0 bytes
rate mode: Single Rate Mode
conformed: 0 packets, 0 bytes;

actions:
transmit

exceeded: 0 packets, 0 bytes;
actions:

drop
violated: 0 packets, 0 bytes;

actions:
drop

color aware: No
green_qos_group: 0,

yellow_qos_group: 0
overhead accounting: disabled
overhead value: 0, overhead atm:

No
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videoクラスのキュー情報

10秒間隔で更新される即時深度と統計データ
です。

Queue: QID: 178 (0xb2)
bandwidth (cfg) : 0

, bandwidth (hw) : 0
shape (cfg) : 0

, shape (hw) : 0
prio level (cfg) : 2

, prio level (hw) : 1280
limit (pkts ) : 512

drop policy: tail-drop
Statistics:
depth (pkts ) : 0
tail drops (bytes): 0

, (packets) : 0
total enqs (bytes): 0

, (packets) : 0
licensed throughput

oversubscription drops:
(bytes): 0

, (packets) : 0
Schedule: (SID:0x258)
Schedule FCID : 16
bandwidth (cfg) : 1050 Mbps

, bandwidth (hw) : 1050.01 Mbps

shape (cfg) : 1050 Mbps
, shape (hw) : 1050.01 Mbps

これは「critical-data」というクラスのセクショ
ンの開始部分です。

10秒間隔で更新される即時キュー深度と統計
データです。

Class name: critical-data, Policy name:
show_policy-example

Queue: QID: 177 (0xb1)
bandwidth (cfg) : 500000000

, bandwidth (hw) : 500000000
shape (cfg) : 0

, shape (hw) : 0
prio level (cfg) : 0

, prio level (hw) : n/a
limit (pkts ) : 2083

drop policy: tail-drop
Statistics:
depth (pkts ) : 0
tail drops (bytes): 0

, (packets) : 0
total enqs (bytes): 0

, (packets) : 0
licensed throughput

oversubscription drops:
(bytes): 0

, (packets) : 0
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コマンドリファレンス

アカウント

Accountとは、独立したコマンドではなく、ユーザがそのコマンドのオーバーヘッドアカウン
ティングを指定できるようにするスケジューリングコマンドの拡張機能です。この章では、各

スケジュールコマンドでのレプリケーションを回避するために accountについて説明します。

構文の説明：

スケジューリング長に加算または減算されるユーザ定義のバイト数を設定するには、次のよう

にします。

[no] shape | bandwidth rate account user-defined value [atm]

ダウンストリームデバイスのカプセル化を指定し、オーバーヘッドアカウンティングの調整

を自動的に計算するには、次のようにします。

[no] shape | bandwidth rate account dot1q | qing encapsulation

コマンドデフォルト：

デフォルトでは、レイヤ 3データグラムとレイヤ 2ヘッダがスケジューリング計算に含まれま
す。

使用上のガイドライン：

アカウントオプションを、ポリシーマップのスケジュールアクションを含む 1つのクラスで
使用する場合、スケジューリングアクションを含むすべてのクラスで、同じ値を持つアカウン

トコマンドを使用する必要があります。同様に、階層型ポリシーマップでは、ポリシーの各レ

ベルで同じアカウントオプションを設定する必要があります。

帯域幅

bandwidthコマンドは、クラスへの最小限サービスレートを保証するために使用されます。

構文の説明：

Kbpsで設定するには：

[no] bandwidth rate [account account options]

表示帯域幅の割合として設定するには、次のようになります。

[no] bandwidth percent value [account account options]

コマンドデフォルト：

デフォルトでは、キューのスケジュールエントリに設定されている最小帯域幅の値はありませ

ん。既定の超過ウェイトにより、最小限サービスが保証されることに注意してください。

使用上のガイドライン：

このbandwidthコマンドは、最小帯域幅の要件がわかっているアプリケーションに対して役立
ちます。
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帯域幅レートは 8Kbpsの増分で設定でき、ASR1Kはテストされ、それらのレートの 1%以内
の正確さを達成しています。

bandwidthコマンドは、リーフスケジュール（レイヤースケジュールクラス）でのみサポー
トされています。親ポリシーで帯域幅を割り当てるい場合は、bandwidth remainingコマンド
を使用することができます。

IOS Classicプラットフォーム（2つのパラメータによるスケジューラ）のスケジューリング動
作をレプリケーションしたい場合は、設定で、すべての bandwidth percent値コマンドを
bandwidth remaining percent値コマンドで置き換えます。

Bandwidth remaining

bandwidth remainingコマンドは、クラス間の超過帯域幅を割り当てるために使用されます。
これは、単純なウェイトとして、または使用可能な帯域幅の割合として設定できます。

構文の説明：

単純なウェイトとして設定するには：

[no] bandwidth remaining ratio value [account account options]

割合として設定するには：

[no] bandwidth remaining percent value [account account options]

コマンドデフォルト：

デフォルトでは、すべての帯域幅スケジュールエントリは、リーフスケジュールまたは親ス

ケジュールのいずれでも、超過ウェイト1で設定されます。これは、そのクラスに設定されて
いる bandwidth remaining ratio 1に相当します。

使用上のガイドライン：

残存帯域幅を、1〜1000の値をサポートするウェイトとして設定します。これにより、割合オ
プションを使用するよりも詳細な残存帯域の割り当てが可能になります。

bandwidth remaining percent値を構成すると、2つのパラメータによるスケジューラを使用す
る IOS Classicと同様の動作を生成します。

親ポリシーにシェーパー/子ポリシー上のキュー（親には class defaultのみ）を使用して、
bandwidth remaining ratio値を使用し、親ポリシーが適用されている論理インターフェイス間
で帯域幅を割り当てる必要があります

Fair-Queue

fair-queueコマンドは、帯域幅キューとして設定されたクラスでフローベースの均等化キュー
イングを設定するために使用します。

構文の説明：

fair-queue

コマンドデフォルト：

デフォルトでは、1つの fifoキューが各帯域幅クラスに対して設定されます。

QoS Scheduling
55

QoS Scheduling

コマンドリファレンス



使用上のガイドライン：

フローベースの均等化キューイングは、貪欲な単一のフローがクラスに割り当てられたすべて

の帯域幅を消費できないようにするために使用します。

特定のフローからのすべてのパケットは、同じフローのキューにハッシュされます。

フローキューイングは、トンネルインターフェイスに適用されたポリシーでは設定することは

できません。すべてのパケットには同じ外部ヘッダーがあり、すべてのパケットは同じフロー

のキューにハッシュされるため、機能が無効になります。

優先度

priorityコマンドはトラフィックのクラスに低遅延と低ジッターを提供するために使用されま
す。

構文の説明：

絶対プライオリティキューを設定するには（注：明示的なポリサーを使用する必要がありま

す）：

[no] priority

マルチレベルプライオリティキューイングを使用して絶対プライオリティキューを設定する

には（注：明示的なポリサーで使用する必要があります）：

[no] priority level 1 | 2

条件付きポリサーを使用してプライオリティキューを設定するには：

[no] priority rate in kbps[burst in bytes]

または

[no]priority percent rate [burst in bytes]

条件付きポリサーを使用してマルチレベルプライオリティキューイングを設定するには：

[no]priority level 1 | 2 rate in kpbs [burst in bytes]

または

[no] priority level 1 | 2 percentrate [burst in bytes]

コマンドデフォルト：

デフォルトでは、キューはプライオリティ処理の設定はされていません。

使用上のガイドライン：

プライオリティキューは、他のクラスのサービスのキューが不足することがないように、キュー

アドミッションコントロール（明示的なポリサーまたは条件付きポリサー）で使用する必要が

あります。

ポリサー適合バーストは、キュー内のアプリケーションに適した値に設定する必要がありま

す。次に、設定例を示します。

policy-map always_on_policer_burst_example
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class voice
priority
police cir 2000000 1250

プライオリティを階層型ポリシーの親に設定する必要はありません。プライオリティ伝播が、

リーフスケジュールによってプライオリティとしてマークされたパケットを、スケジューリン

グ階層を通して優先的に処理されるようにします。

形状

shapeコマンドを使用して、キューを処理できる最大レートを設定します。シェーパーの設定
により、クラスへのスループットが保証されることはなく、クラスが処理されるレートに上限

値が設定されるだけです。

構文の説明：

[no] shape average rate [unit] [confirming burst] [excess burst] [account options]

または

[no] shape average percentレート [confirming burst] [excess burst] [accountオプション]

コマンドデフォルト：

デフォルトでは、帯域幅キューのスケジュールエントリに設定されている最大レートはありま

せん。

使用上のガイドライン：

shapeコマンドは、トラフィックがリモートサイトに送信されるレートを制限する上で、親ポ
リシーで最も一般的に使用されます。

親ポリシーで使用される場合、すべてのトラフィック（プライオリティと帯域幅）に対して

シェープレートが適用されます。

shapeコマンドには、適合および超過バーストサイズのオプションがありますが、これらの値
は XEプラットフォームには影響しません。ASR1Kプラットフォームでのハードウェアスケ
ジューリングにより、バーストパラメータを最適化する必要はなくなります。

shapeコマンドにより、クラスが処理される最大レートが適用されますが、このコマンド自体
はそのクラスのスループットを保証しません。bandwidth remainingコマンドを shapeコマン
ドと共に使用して、スループットを保証することができます。
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