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ADSL
ADSLは、データと音声の両方を同一回線を介して伝送するためのテクノロジーです。ADSLの
パケットベースネットワークテクノロジーを使用すると、ネットワークサービスプロバイダー

（NSP）のセントラルオフィスとカスタマーサイト間のローカルループ（「ラストマイル」）、
または建物やキャンパス内で形成されるローカルループ上で、ツイストペア銅線による高速伝送

を実現できます。
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シリアル回線またはダイヤルアップ回線と比較した ADSLの利点は、常時接続状態になり、ダイ
ヤルアップ回線または専用線に比べて帯域幅が増え、コストが低下することです。ADSLテクノ
ロジーは非対称的であり、カスタマーサイトから NSPのセントラルオフィス方向での帯域幅よ
りも、セントラルオフィスからカスタマーサイト方向での帯域幅を大きくすることができます。

この非対称性と常時アクセス（コールセットアップが不要）を組み合わせることにより、ADSL
はインターネットとイントラネットへのアクセス、ビデオオンデマンド、およびリモート LAN
アクセスに最適な手段になります。

SHDSL
SHDSLは、データと音声の両方を同一回線を介して伝送するための、G.SHDSL（G.991.2）標準
に基づくテクノロジーです。SHDSLのパケットベースネットワークテクノロジーを使用すると、
ネットワークサービスプロバイダー（NSP）のセントラルオフィスとカスタマーサイト間で、
または建物やキャンパス内で形成されるローカルループ上で、ツイストペア銅線による高速伝送

を実現できます。

G.SHDSL装置は、セントラルオフィスおよびリモート端末からの到達距離を約 26,000フィート
（7925 m）に拡張することができます（72 kbps～ 2.3 Mbpsの対称的なデータ速度の場合）。ま
た、より低速でリピートすることができるため、到達距離は事実上、無制限になります。

SHDSLテクノロジーは対称的であり、NSPのセントラルオフィスとカスタマーサイト間の両方
向の帯域幅を同じにすることができます。この対称性と常時アクセス（コールセットアップが不

要）を組み合わせることにより、SHDSLは LANアクセスに最適な手段になります。

Network Protocols
ネットワークプロトコルを使用すると、送信元から特定の宛先に、LANまたはWANリンクを介
してデータを渡すことができます。ネットワークプロトコルには、ネットワークを介してデータ

を送信するための最適パスが格納されたルーティングアドレステーブルが組み込まれています。

IP
インターネットワーク層で最も一般的な伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル（TCP/IP）
は IPです。IPは、すべてのTCP/IPネットワークに基本的なパケット配信サービスを提供します。
IPプロトコルは、物理ノードアドレスの他に、IPアドレスと呼ばれる論理ホストアドレスシス
テムを実装します。IPアドレスは、インターネットワーク以上のレイヤで、装置を特定したり、
インターネットワークルーティングを実行するために使用されます。アドレス解決プロトコル

（ARP）を使用すると、IPは指定の IPアドレスと一致する物理アドレスを識別できるようになり
ます。

IP以外のレイヤ内のすべてのプロトコルでは、データを配信するために IPを使用しています。つ
まり、最終宛先に関係なく、送受信される TCP/IPデータはすべて IPを通過します。

IPはコネクションレスプロトコルであるため、データを伝送する前に、制御情報（ハンドシェイ
ク）を交換してエンドツーエンド接続を確立することはありません。対照的に、コネクション型
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プロトコルはリモートコンピュータと制御情報を交換して、データ受信準備が完了したことを確

認してから、データを送信します。ハンドシェイクに成功した場合は、コンピュータによって接

続が確立されています。コネクション型サービスが必要な場合、IPは他のレイヤ内のプロトコル
によって接続を確立します。

Internetwork Packet Exchange（IPX）は、動的なディスタンスベクタルーティングプロトコルであ
るルーティング情報プロトコル（RIP）を使用して、ルーティング情報を交換します。RIPについ
ては、この後で詳細に説明します。

ルーティングプロトコルのオプション
ルーティングプロトコルには次のものがあります。

•ルーティング情報プロトコル（RIP）

•拡張 IGRP

以下の表に、RIPと拡張 IGRPの相違点を示します。

表 1：RIP と拡張 IGRP の比較

ルーティングアップ

デート

メトリック最適なトポロジプロトコル

デフォルトで 30秒間
隔。この間隔を変更す

ることもできますし、

RIPのトリガー拡張機
能を使用することもで

きます。

ホップカウント。最大

ホップカウントは 15
です。最良ルートは、

ホップカウントが最小

のルートです。

15ホップ以内のトポロ
ジに適しています。

RIP

helloパケットが 5秒間
隔で送信されます。さ

らに、宛先のステート

が変化した時点で差分

更新が送信されます。

距離情報。後継ルータ

（ルーティングループ

を形成しないことが保

証され、宛先までのコ

ストパスが最小になる

近接ルータ）を基準に

します。

宛先までのホップカウ

ントが16以上の、大規
模なトポロジに適して

います。

拡張 IGRP

RIP
RIPは IPに関連するプロトコルで、インターネット上のルーティングプロトコルトラフィックと
して幅広く使用されます。RIPは、ディスタンスベクタールーティングプロトコルです。つま
り、ルート選択のためのメトリックとして距離（ホップカウント）を使用します。ホップカウン

トは、パケットが宛先に到達するために経由しなければならないルータ数です。たとえば、ある
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ルートのホップカウントが 2である場合、パケットを宛先に送るには 2台のルータを経由しなけ
ればなりません。

デフォルトでは、RIPのルーティングアップデートは 30秒おきにブロードキャストされます。
ルーティングアップデートをブロードキャストする間隔は、ユーザ側で再設定することができま

す。さらに、RIPのトリガー拡張機能を使用して、ルーティングデータベースが更新されたとき
にだけルーティングアップデートを送信するように設定することもできます。RIPのトリガー拡
張機能については、Cisco IOS Release 12.3のマニュアルを参照してください。

拡張 IGRP
EIGRPは、シスコ独自仕様による高度なディスタンスベクタおよびリンクステートルーティン
グプロトコルであり、距離（ホップカウント）よりも洗練されたメトリックに基づいてルートを

選択します。EIGRPは、後継ルータ（ルーティングループを形成しないことが保証され、宛先ま
でのコストパスが最小になる近接ルータ）を基準とするメトリックを使用します。特定の宛先へ

の後継ルータが存在しないにもかかわらず、近接ルータが宛先をアドバタイズしている場合、ルー

タはルートを再計算しなければなりません。

EIGRPが稼働する各ルータは、5秒おきに helloパケットを送信して、近接ルータに自らが動作し
ていることを知らせます。所定時間内にhelloパケットを送信しないルータがあれば、EIGRPは宛
先のステートに変化があったと見なし、差分更新を送信します。

EIGRPは IPをサポートするため、マルチプロトコルネットワーク環境で 1つのルーティングプ
ロトコルを使用して、ルーティングテーブルのサイズおよびルーティング情報の量を最小限に抑

えることができます。

PPP 認証プロトコル
ポイントツーポイントプロトコル（PPP）は、ポイントツーポイントリンクを介して送信される
ネットワーク層プロトコル情報をカプセル化します。

本来、PPPはポイントツーポイントリンクを介して IPトラフィックを転送するためのカプセル化
プロトコルとして開発されました。また、IPアドレスの割り当てと管理、非同期（スタート/ス
トップ）カプセル化とビット型同期カプセル化、ネットワークプロトコルの多重化、リンクコン

フィギュレーション、リンク品質テスト、エラー検出、およびネットワーク層アドレスネゴシ

エーションやデータ圧縮ネゴシエーションなどのオプションのネゴシエーション機能に関する標

準も、PPPによって確立されました。これらの機能をサポートするために、オプションの設定パ
ラメータや機能をネゴシエートするための、拡張可能なリンクコントロールプロトコル（LCP）
とネットワークコントロールプロトコル（NCP）が提供されています。

PPPの最新の実装では、PPPセッションを認証するためのセキュリティ認証プロトコルが 2つサ
ポートされています。

• Password Authentication Protocol（PAP）

•チャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）
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通常、PPPと PAPまたはCHAP認証の組み合わせは、接続されているリモートサイトを中央サイ
トに通知する場合に使用されます。

PAP
PAPは双方向のハンドシェイクを使用して、ルータ間のパスワードを検証します。PAPの仕組み
を理解するために、リモートオフィスのシスコルータが本社オフィスのシスコルータに接続さ

れているネットワークトポロジを例にとります。PPPリンクが確立された後、リモートオフィス
ルータは、本社オフィスルータが認証を受け付けるまで、設定されているユーザ名およびパス

ワードの送信を繰り返します。

PAPの特徴は、次のとおりです。

•認証のパスワード部分は、リンク上をクリアテキストで送信されます（スクランブル処理ま
たは暗号化は行われません）。

• PAPでは、プレイバック攻撃または反復的な総当り攻撃からの保護機能が提供されません。

•認証試行の頻度およびタイミングは、リモートオフィスルータが制御します。

CHAP
CHAPは 3ウェイハンドシェイクを使用して、パスワードを検証します。CHAPの仕組みを理解
するために、リモートオフィスのシスコルータが本社オフィスのシスコルータに接続されてい

るネットワークトポロジを例にとります。

PPPリンクが確立された後、本社オフィスルータはリモートオフィスルータに対し、チャレンジ
メッセージを送信します。リモートオフィスルータは可変の値で応答します。本社オフィスルー

タは、独自に計算した値と照らし合わせて、この応答をチェックします。両方の値が一致してい

れば、本社オフィスルータは認証を受け付けます。リンクを確立した後は、いつでも認証プロセ

スを繰り返すことができます。

CHAPの特徴は、次のとおりです。

•認証プロセスでは、パスワードではなく、可変のチャレンジ値を使用します。

• CHAPは、一意の予測不可能な可変のチャレンジ値の使用により、プレイバック攻撃から保
護します。チャレンジの反復により、1回の攻撃にさらされる時間を限定します。

•認証試行の頻度およびタイミングは、本社オフィスルータが制御します。

2つのプロトコルのうち、より安全性の高い CHAPの使用を推奨します。（注）
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TACACS+
Cisco 860および Cisco 880シリーズルータは、Telnetを介して Terminal Access Controller Access
Control System Plus（TACACS+）プロトコルをサポートします。TACACS+は、リモートアクセ
ス認証およびイベントロギングなどの関連ネットワークセキュリティサービスを提供するシス

コ独自の認証プロトコルです。ユーザパスワードは、個々のルータではなく中央のデータベース

で管理されます。TACACS+は、ルータごとに設定された別個のモジュールである認証、許可、
アカウンティング（AAA）ファシリティもサポートします。

ネットワークアドレス変換
ネットワークアドレス変換（NAT）はプライベートにアドレス指定されたネットワークから、イ
ンターネットなどの登録済みネットワークにアクセスするためのメカニズムを提供します。サブ

ネットアドレスが登録されている必要はありません。このメカニズムにより、ホスト番号の再設

定は不要になり、複数のイントラネットで同じ IPアドレス範囲を使用できます。

NATは、内部ネットワーク（登録されていない IPアドレスを使用するネットワーク）と外部ネッ
トワーク（グローバルに一意な IPアドレスを使用するネットワーク（この場合はインターネッ
ト））の境界に配置されたルータに設定されます。NATは内部ローカルアドレス（内部ネット
ワークのホストに割り当てられた登録されていない IPアドレス）をグローバルに一意な IPアド
レスに変換してから、パケットを外部ネットワークに送信します。

NATが設定されている場合、内部ネットワークは既存のプライベートアドレスまたは古い形式の
アドレスを引き続き使用します。これらのアドレスが有効なアドレスに変換された後、パケット

は外部ネットワークに転送されます。変換機能は標準ルーティングと互換性があります。この機

能が必要となるのは、内部ネットワークと外部ドメインを接続しているルータだけです。

変換はスタティックにもダイナミックにも行えます。スタティックアドレス変換は、内部ネット

ワークと外部ドメインの 1対 1のマッピングを確立します。ダイナミックアドレス変換は、変換
されるローカルアドレスと、外部アドレスの割り当て元となるアドレスプールとを指定すること

によって、定義されます。割り当ては番号順に行われ、連続するアドレスブロックからなる複数

のプールを定義できます。

NATを使用すると、外部へのアクセスが必要なすべてのホストにアドレスを再指定する必要がな
くなるため、時間が短縮され、コストが削減されます。また、アプリケーションポートレベルの

多重化によって、アドレスも節約されます。NATが設定されていると、内部ホストはすべての外
部通信に対して、1つの登録済み IPアドレスを共有できます。このタイプの設定では、多数の内
部ホストをサポートするために必要な外部アドレスが比較的少なくてすむため、IPアドレスが節
約されます。

内部ネットワークのアドレス指定方式は、インターネット内で割り当てられた登録済みアドレス

と競合することがあります。したがって、NATは重複ネットワークごとに個別のアドレスプール
を使用して、適切に変換することができます。
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Easy IP（フェーズ 1）
Easy IP（フェーズ 1）機能は、ネットワークアドレス変換（NAT）と PPP/インターネットプロト
コルコントロールプロトコル（IPCP）を組み合わせた機能です。この機能を使用すると、Cisco
ルータは、独自の登録済みWANインターフェイス IPアドレスを中央サーバから自動的にネゴシ
エートし、すべてのリモートホストがこの単一の登録済みアドレスを使用してインターネットに

アクセスできるようにします。Easy IP（フェーズ 1）では、Cisco IOSソフトウェアに組み込まれ
た既存のポートレベル多重化 NAT機能が使用されるため、リモート LAN上の IPアドレスはイン
ターネットから参照できません。

Easy IP（フェーズ 1）機能は、NATと PPP/IPCPを組み合わせた機能です。NATが設定されてい
るルータは、LAN装置で使用される登録されていない IPアドレスを、ダイヤラインターフェイ
スで使用されるグローバルに一意な IPアドレスに変換します。複数の LAN装置でグローバルに
一意な同一 IPアドレスを使用する機能をオーバーローディングといいます。NATは、内部ネット
ワーク（登録されていない IPアドレスを使用するネットワーク）と外部ネットワーク（グローバ
ルに一意な IPアドレスを使用するネットワーク（この場合はインターネット））の境界に配置さ
れたルータに設定されます。

PPP/IPCPが設定されている場合、Ciscoルータは、インターネットサービスプロバイダー（ISP）
ルータからダイヤラインターフェイス用のグローバルに一意な（登録済み）IPアドレスを自動的
にネゴシエートします。

Easy IP（フェーズ 2）
Easy IP（フェーズ2）機能は、ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）
サーバとリレーを組み合わせた機能です。DHCPは、IPネットワーク上の装置（DHCPクライア
ント）がDHCPサーバ内の設定情報を要求できるようにするためのクライアント/サーバプロトコ
ルです。DHCPは必要に応じて、中央プールのネットワークアドレスを割り当てます。DHCPは、
一時的にネットワークに接続されるホストに IPアドレスを割り当てる場合や、永久的な IPアド
レスが不要なホストグループ間で、限られた IPアドレスプールを共有する場合に便利です。

DHCPを使用すると、ユーザはクライアントごとに IPアドレスを手動で設定する必要がなくなり
ます。

DHCPでは、ルータがDHCPクライアントからのユーザデータグラムプロトコル（UDP）ブロー
ドキャスト（IPアドレス要求を含む）を転送するように設定します。DHCPには、自動化を促進
しネットワーク管理の問題を減少させるために、次の機能が備わっています。

•各コンピュータ、プリンタ、および共有ファイルシステムの手動設定が不要

• 2つのクライアントで同じ IPアドレスが同時に使用される状況を防止

•中央サイトからの設定が可能
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ネットワークインターフェイス
ここでは、Cisco 860および Cisco 880シリーズルータがサポートするネットワークインターフェ
イスプロトコルについて説明します。サポートされるネットワークインターフェイスプロトコ

ルは、次のとおりです。

•イーサネット

• ATM（DSL用）

イーサネット

イーサネットは、キャリア検知多重アクセス/衝突検知（CSMA/CD）を使用してデータおよび音
声パケットをWANインターフェイスに送信するベースバンド LANプロトコルです。この用語
は、通常、すべての CSMA/CD LANを表します。イーサネットは、散発的な、場合によっては大
量のトラフィックが発生するネットワーク内で機能するように設計されました。IEEE 802.3仕様
は、本来のイーサネットテクノロジーに基づいて、1980年に開発されました。

イーサネット CSMA/CDメディアアクセスプロセスでは、CSMA/CD LAN上のすべてのホストは
いつでもネットワークにアクセスできます。データを送信する前に、CSMA/CDホストはネット
ワークを通過するトラフィックを待ち受けます。データを送信するホストは、トラフィックが検

出されなくなるまで待機してから、データを送信します。イーサネットでは、ネットワーク上を

データが流れていない場合、ネットワーク上のすべてのホストがデータを送信できます。トラ

フィックを待ち受けていた2台のホストがトラフィックを検出せず、同時にデータを送信すると、
衝突が発生します。衝突が発生すると両方の送信内容が破壊されるため、ホストは後で再送信す

る必要があります。衝突したホストがいつ再送信を行うかは、アルゴリズムによって決まります。

ATM（DSL 用）
非同期転送モード（ATM）は、音声、データ、ビデオ、画像など複数のトラフィックタイプをサ
ポートする、高速な多重化およびスイッチングプロトコルです。

ATMは、ネットワークのすべての情報をスイッチングおよび多重化する固定長セルで構成されま
す。ATM接続は、単に宛先ルータまたはホストに情報を転送するために使用されます。ATMネッ
トワークは、帯域幅を幅広く利用できる LANと考えられます。コネクションレス型である LAN
と異なり、ATMを使用してユーザに LAN環境を提供するには、特定の機能が必要となります。

各 ATMノードは、ATMネットワーク内の通信する必要があるすべてのノードに対して、接続を
個別に確立する必要があります。このような接続はすべて、相手先固定接続（PVC）によって確
立されます。

PVC
PVCはリモートホストとルータ間の接続です。PVCは、ルータが通信するATMエンドノードご
とに確立されます。PVCの作成時に確立されるPVCの特性は、ATMアダプテーション層（AAL）
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およびカプセル化タイプによって設定されます。AALは、ユーザ情報をセルに変換する方法を定
義します。AALは、送信時に上位層情報をセルに分割し、受信時にセルを再び組み立てます。

Ciscoルータは AAL5形式をサポートしています。AAL5は、AAL3/4よりもオーバーヘッドが少
なく、エラー検出および訂正機能が優れている最新のデータトランスポートサービスを提供しま

す。AAL5は通常、可変ビットレート（VBR）トラフィックおよび未指定ビットレート（UBR）
トラフィックを対象とします。

ATMカプセル化は、特定のプロトコルヘッダーによりデータをラップする機能です。接続して
いるルータのタイプにより、ATM PVCカプセル化タイプが決まります。

ルータがサポートする ATM PVCカプセル化タイプは、次のとおりです。

• LLC/SNAP（RFC 1483）

• VC-MUX（RFC 1483）

• PPP（RFC 2364）

各PVCは、宛先ノードへの完全な、独立したリンクと見なされます。ユーザは必要に応じて、接
続間でデータをカプセル化できます。ATMネットワークは、データの内容を無視します。必要と
なるのは、特定の AAL形式に従って、ルータの ATMサブシステムにデータを送信することだけ
です。

ダイヤラインターフェイス

ダイヤラインターフェイスは、PVCに PPP機能（認証方法や IPアドレス割り当て方法など）を
割り当てます。PPP over ATMを設定する場合に使用します。

ダイヤラインターフェイスは、すべての物理インターフェイスから独立して設定し、必要に応じ

て動的に適用することができます。

ダイヤルバックアップ
ダイヤルバックアップを使用すると、ユーザはバックアップモデム回線接続を設定できるように

なるため、WANのダウンタイムが短縮されます。Cisco IOSソフトウェアのダイヤルバックアッ
プ機能を起動するために、以下を使用できます。

バックアップインターフェイス

バックアップインターフェイスは、WANダウンタイムなど、自らが起動する特定の環境が発生
するまで、アイドル状態にとどまるインターフェイスです。バックアップインターフェイスとし

て設定できるのは、基本速度インターフェイス（BRI）などの物理インターフェイス、またはダイ
ヤラプールで使用されるように割り当てられたバックアップダイヤラインターフェイスです。

プライマリ回線が起動している場合、バックアップインターフェイスはスタンバイモードです。

スタンバイモードのバックアップインターフェイスは、イネーブルになるまで、事実上のシャッ
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トダウン状態です。バックアップインターフェイスに関連付けられたルートは、ルーティング

テーブルに格納されません。

バックアップインターフェイスコマンドは、インターフェイスが物理的にダウンしていることが

わかったルータによって異なるため、通常は ISDNBRI接続、非同期回線、および専用回線のバッ
クアップに使用されます。プライマリ回線に障害が発生すると、上記接続に対するインターフェ

イスがダウンして、バックアップインターフェイスがこれらの障害をただちに識別します。

フローティングスタティックルート

フローティングスタティックルートは、アドミニストレーティブディスタンスがダイナミック

ルートよりも長いスタティックルートです。スタティックルートにアドミニストレーティブディ

スタンスを設定すると、スタティックルートの優先度をダイナミックルートよりも小さくするこ

とができます。この方法では、ダイナミックルートが使用可能な場合、スタティックルートは使

用されません。ただし、ダイナミックルートが失われると、スタティックルートが引き継ぎ、こ

の代替ルートを通してトラフィックを送信できます。この代替ルートにダイヤルオンデマンド

ルーティング（DDR）インターフェイスが使用されている場合は、DDRインターフェイスをバッ
クアップインターフェイスとして使用できます。

ダイヤラウォッチ

ダイヤラウォッチは、ダイヤルバックアップとルーティング機能を統合するバックアップ機能で

す。ダイヤラウォッチを使用すると、中央ルータにおいて発信コールをトリガーするトラフィッ

クを定義しなくても、信頼できる接続を確立できます。したがって、ダイヤラウォッチは対象ト

ラフィックに関する条件がない正規の DDRと見なすことができます。プライマリインターフェ
イスを定義するウォッチ対象ルートを設定することにより、ウォッチ対象ルートの追加および削

除にともない、プライマリインターフェイスのステータスを監視し追跡することができます。

ウォッチ対象ルートを削除すると、ダイヤラウォッチはウォッチ中のいずれかの IPアドレスまた
はネットワークに対して、有効なルートが少なくとも 1つ存在するかどうかを確認します。有効
なルートが存在しない場合、プライマリ回線はダウンしており、使用不可能であると見なされま

す。定義済みのウォッチ対象 IPネットワークの少なくとも 1つに有効なルートが存在し、この
ルートがダイヤラウォッチに設定されたバックアップインターフェイス以外のインターフェイス

を示している場合、プライマリリンクは起動していると見なされ、ダイヤラウォッチはバック

アップリンクを起動しません。

QoS
QoSは、ATM、イーサネットおよび IEEE 802.1ネットワーク、これらの基本テクノロジーの一部
またはすべてを使用した IPルーテッドネットワークなど、さまざまなテクノロジーを介して、選
択されたネットワークトラフィックに対し、より優れたサービスを提供するためのネットワーク

機能です。QoSの主な目的は、専用帯域幅の確保、ジッタおよび遅延の制御（一部のリアルタイ
ムトラフィックおよび対話型トラフィックで必要）、および損失特性の改善です。QoSテクノロ
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ジーは、キャンパス、WAN、およびサービスプロバイダーネットワークの今後のビジネス用途
に対応するための基本的な構成単位を提供します。

音声ネットワークのパフォーマンスを高めるには、VoIPが稼働しているルータだけでなく、ネッ
トワーク全体にQoSを設定する必要があります。すべてのQoSテクニックがすべてのネットワー
クルータに適しているわけではありません。ネットワーク内のエッジルータとバックボーンルー

タは、必ずしも同じ動作をするわけではありません。同様に、実行するQoSの作業もそれぞれ異
なる場合があります。リアルタイム音声トラフィックに対応するように IPネットワークを設定す
るには、ネットワーク内のエッジルータとバックボーンルータの両方の機能を検討する必要があ

ります。

QoSソフトウェアを使用すると、複雑なネットワークにおいて、さまざまなネットワークアプリ
ケーションおよびトラフィックタイプを制御し、予測どおりに処理することができます。ほとん

どすべてのネットワークは、小規模企業ネットワーク、インターネットサービスプロバイダー、

エンタープライズネットワークのいずれであるかに関係なく、QoSを利用して効率を最適化でき
ます。

IP precedence
IP precedenceを使用すると、最大 6つのサービスクラスにトラフィックを分類できます（他の 2
つのクラスは、内部ネットワーク用に予約されています）。ネットワークに適用されたキューイ

ングテクノロジーは、この信号を使用して処理を促進することができます。

ポリシーベースルーティングや専用アクセスレート（CAR）などの機能を使用すると、拡張アク
セスリスト分類に基づいて優先順位を設定できます。これにより、アプリケーションまたはユー

ザ別、宛先および送信元サブネット別など、優先順位をきわめて柔軟に割り当てることができま

す。通常、この機能は可能な限りネットワーク（または管理ドメイン）のエッジ付近に配備され

るため、これ以降のネットワーク要素は決定されたポリシーに基づいてサービスを提供できます。

オプションの信号方式を使用している場合は、ホストまたはネットワーククライアントに IP
Precedenceを設定することもできます。IP precedenceを使用すると、既存ネットワークキューイ
ングメカニズム（クラスベースWFQ（CBWFQ）など）を使用して、サービスクラスを確立で
きます。既存アプリケーションの変更の必要性や複雑なネットワーク要件はありません。

PPP フラグメンテーションおよびインターリーブ
マルチクラスマルチリンク PPPインターリーブにより、大きいパケットをマルチリンクでカプセ
ル化し、リアルタイム音声トラフィックの遅延条件を満たす小さいパケットに分割することがで

きます。もともと小さいリアルタイムパケットは、マルチリンクでカプセル化されず、大きいパ

ケットのフラグメントの合間に伝送されます。インターリーブ機能はさらに、小型で遅延に敏感

なパケット用に特殊な送信キューを提供するので、そのようなパケットを他のフローより先に送

信できます。インターリーブ機能は、他のベストエフォート型トラフィックに使用される低速リ

ンク上で、遅延に敏感な音声パケットに遅延限度を設定します。

マルチリンク PPPインターリーブは、通常、CBWFQおよび RSVPまたは IPプレシデンスと組み
合わせて使用し、音声パケットの配信を保証します。データの管理方法を定義する場合は、マル
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チリンク PPPインターリーブおよび CBWFQを使用します。音声パケットにプライオリティを設
定する場合は、リソース予約プロトコル（RSVP）または IPプレシデンスを使用します。

CBWFQ
通常、CBWFQ（クラスベース均等化キューイング）はマルチリンク PPPインターリーブおよび
RSVPまたは IP Precedenceと組み合わせて使用し、音声パケットの配信を保証します。データの
管理方法を定義する場合は、CBWFQとマルチリンクPPPを組み合わせて使用します。音声パケッ
トにプライオリティを設定する場合は、RSVPまたは IP Precedenceを使用します。

ATMキューと Cisco IOSキューの 2つのキューイングレベルがあります。CBWFQは Cisco IOS
キューに適用されます。PVCが作成されると、先入れ先出し（FIFO）Cisco IOSキューが自動的
に作成されます。CBWFQを使用してクラスを作成し、それらを PVCに関連付けると、クラスご
とにキューが作成されます。

CBWFQにより、キューに十分な帯域幅が確保され、トラフィックは予測どおりのサービスを受
けます。小容量トラフィックストリームが優先されます。大容量トラフィックストリームに残り

の容量が分配され、同等または比例配分された帯域幅が与えられます。

RSVP
RSVPを使用すると、ルータはインターフェイス上に十分な帯域幅を確保して、信頼性および品
質性能を高めることができます。RSVPにより、エンドシステムはネットワークに特定の QoSを
要求できます。リアルタイム音声トラフィックには、ネットワークの一貫性が不可欠です。一貫

したQoSが得られなかった場合、リアルタイムトラフィックにジッタ、帯域幅不足、遅延変動、
または情報損失が生じる可能性があります。RSVPは、最新のキューイングメカニズムと連動し
ます。予約がどのように実行されるかは、インターフェイスキューイングメカニズム（CBWFQ
など）に依存します。

RSVPは、PPP、HDLC、および同様なシリアル回線インターフェイス上で適切に動作します。マ
ルチアクセスLAN上では、適切に動作しません。RSVPは、パケットフローに関するダイナミッ
クアクセスリストと同様のものと考えることができます。

ネットワークに次の条件が存在する場合は、RSVPを設定して QoSを保証する必要があります。

•小規模な音声ネットワークの実装

• 2 Mbps未満のリンク

•使用率の高いリンク

•可能なかぎり最良の音質を必要とする場合

低遅延キューイング

低遅延キューイング（LLQ）は、リアルタイムトラフィック用の低遅延完全優先送信キューを提
供します。完全プライオリティキューを使用すると、（他のキュー内のパケットがキューから取
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り出される前に）最初に遅延に敏感なデータをキューから取り出して送信することにより、遅延

に敏感なデータを他のトラフィックよりも優先的に処理することができます。

アクセスリスト
基本的な標準アクセスリストおよびスタティック拡張アクセスリストを使用すると、permitコマ
ンドにキーワードを指定して、セッションフィルタリングと同様の処理を行うことができます。

指定されたキーワードは、ACKまたは RSTビットが設定されているかどうかに基づいて、TCP
パケットをフィルタリングします（ACKまたはRSTビットが設定されている場合、そのパケット
はセッションの最初ではなく、既存のセッションに属していることを示します）。このフィルタ

基準は、インターフェイスに永続的に適用されるアクセスリストの一部になります。
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