
ビデオモニタリングの実装

ビデオモニタリングの設定は、関連するクラスマップとポリシーマップの設定、インターフェ

イスへのビデオモニタリングポリシーのバインドなどを含む 4ステップの手順です。
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ビデオモニタリングの実装の前提条件
•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

•高度なビデオサービスのためのパッケージをインストールしてアクティブ化する必要があり
ます。オプションパッケージのインストールの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router Getting Started Guide』を参照してください。

•マルチキャストルーティングソフトウェアのパッケージをインストールしてアクティブ化
し、システムでマルチキャストルーティングをイネーブルにする必要があります。ビデオ

モニタリングは、マルチキャストがイネーブルになっているインターフェイスでサポートさ

れます。マルチキャストルーティングの詳細については、「Implementing Layer 3 Multicast
Routing on Cisco ASR 9000 Series Routers」の章を参照してください。
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ビデオモニタリングの実装に関する情報

ビデオモニタリングの概要

ビデオ環境の低下は、サービスプロバイダーにとってサービスコストや収益の損失の面で大きな

懸念要因となります。ヘルプデスク時間、NOC（ネットワークオペレーションセンター）トラ
ブルシューティングリソース、およびトラックロールのサービスコストを回避するには、ビデ

オトラフィックをモニタする機能が不可欠です。Cisco ASR9000ルータでは、ビデオモニタリン
グによってビデオフローの問題を簡単に診断できます。

パケット損失は、ビデオ品質低下の一般的な原因の 1つです。その影響は、圧縮されたビデオフ
ローでさらに大きくなります。サービスプロバイダーの IPネットワークで送信されるビデオト
ラフィックは、ほとんどが圧縮されたビデオ（MPEGまたは同様の符号化）です。圧縮の方法に
より、トラフィックは非常に損失の影響を受けやすくなります。ビデオは数秒ごとに独立したフ

レーム（I-frame）で符号化され、後続のフレームは I-frameからのデルタになります。 I-frameで
損失が発生すると、3ミリ秒のトラフィック（約 1個の IPパケット）損失により、最大 1.2秒間
表示が低下する可能性があります。

ジッターは重要なフロー特性で、エンドデバイスでバッファプロビジョニングを慎重に行う必要

があります。画面にメディアを表示するセットトップボックス（STB）でビデオをリアルタイム
にデコードする必要があります。着信ビデオストリームをバッファに格納して、イメージをス

ムーズにデコードおよび表示できるようにします。ネットワークジッターが大きい場合は、STB
でバッファアンダーランやバッファオーバーランが発生する可能性があります。ジッターの大

きさに応じて、ディスプレイで視覚的なアーティファクトやブラックスクリーンが発生します。

ブロードキャスト専用のアプリケーションでは、転送におけるエンドツーエンドの遅延は重要で

はありません。ただし、ビデオアプリケーションはよりインタラクティブになっているため、エ

ンドツーエンドの遅延が重要な Quality of Experience（QoE）コンポーネントになります。データ
損失は QoE低下の主な原因です。

QoE低下の主な原因は次の 3つにまとめられます。

•パケット損失

•ジッター

•遅延

ビデオモニタリングは、ビデオ品質の向上およびQoEの拡張において大きな役割を果たします。
ビデオモニタリングはルータに実装され、ネットワークオペレータはフローごとにビデオ転送パ

フォーマンスを測定および追跡できます。ビデオパケットはルータを通過します。パケットヘッ

ダーを使用して、ビデオ品質に影響を及ぼすネットワークのパフォーマンスの尺度を示すメトリッ

クを計算できます。同じフローについて複数のルータから取得したこの情報を比較して、ネット

ワークにおけるビデオ問題および影響を受けるフローをエンドツーエンドで明確に把握できます。

ビデオモニタリングによってビデオフロー（一般的にはストリーミングフロー）の問題を診断

できます。ビデオモニタリングの目的は、QoE低下の原因となるネットワークによる混乱や異常

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ IP アドレスおよびサービスコンフィ
ギュレーションガイドリリース 4.2

2 OL-26068-01-J  

ビデオモニタリングの実装

ビデオモニタリングの実装に関する情報



を検出することです。つまり、ストリーミング（ビデオ）トラフィックの転送パフォーマンスを

測定します。符号化エラー、オーディオとビデオ間のラグ、およびその他のエラーもQoE低下の
原因となります。ただし、これらはネットワークではなく符号化デバイスで発生します。これら

の後者のエラーはモニタされません。

ビデオモニタリングでサポートされる主要機能

データプレーンからの直接測定

ビデオモニタリングは、ビデオ品質の向上およびQoEの拡張において大きな役割を果たします。
Cisco ASR 9000シリーズルータに実装されたビデオモニタリングを使用することで、ネットワー
クオペレータはリアルタイムにフローごとのビデオ転送パフォーマンスを測定および追跡できま

す。従来のトラフィックモニタリングソリューション（サンプリング対象のフローをコントロー

ルプレーン、またはルータ上の専用ブレードなどの他のハードウェアに送信する必要がありま

す）とは対照的に、Cisco ASR 9000シリーズルータのビデオモニタリングでは、データプレー
ン自体でモニタリング操作を実行します。これにより、転送されたパケットをリアルタイムに分

析し、ビデオ品質に影響を及ぼすネットワークのパフォーマンスの尺度を示すメトリックを計算

できます。

ローカルストレージおよびリモートアクセス

ビデオモニタリングでは、有線と同じ速度でパケット損失およびジッターを測定し、収集した情

報をルータに保存して、ネットワークオペレータがユーザインターフェイスを介してその情報に

アクセスできるようにします。さらに、測定されて複数のルータに保存されたパフォーマンスメ

トリックにリモートオペレーションセンターから標準の SNMPを介してアクセスできます。こ
れらのメトリックにより、構成および分析できるビデオフローをエンドツーエンドで明確に把握

できます。

プロアクティブおよびリアクティブな用途

Cisco ASR 9000シリーズルータのビデオモニタリングには、サービスプロバイダーのためのリ
アクティブな用途とプロアクティブな用途があります。ビデオモニタリングは、サービスカバ

レッジを新しいカスタマーに拡大する前に、ビデオサービスの品質を確認する目的で使用できま

す。また、強力な分析ツールであり、カスタマーコールのトラブルシューティングに使用できま

す。ネットワークオペレータは、パケット損失、ジッター、フローレート、フロー数などの変

動など、各種イベントに対してアラームを発生させるようにビデオモニタリングを設定できま

す。このようなアラームは、有効な値または範囲でトリガーされるように設定できます。

ビデオモニタリング上のフロー

ビデオモニタリングでは、4つのパケットヘッダーフィールドを使用して一意のフローを識別し
ます。それらのフィールドは、送信元 IPアドレス、宛先 IPアドレス、送信元 UDPポート、およ
び宛先 UDPポート（これはプロトコル IDが常に UDPであることを示します）です。
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ユニキャストおよびマルチキャスト

ビデオモニタリングでは、IPヘッダーに IPv4マルチキャスト宛先アドレスを含むフローのモニ
タリングだけでなく、ユニキャスト宛先アドレスを含むフローのモニタリングもサポートされま

す。ユニキャストフローのビデオモニタリング機能のサポートは、Trident LCとの下位互換性を
提供し、Typhoon LCでも使用できます。

フローレートタイプおよびプロトコルレイヤ

ビデオモニタリングでは、IPレイヤで CBR（固定ビットレート）フローをモニタします。つま
り、IPv4パケット内の UDPデータグラムにカプセル化され CBRで符号化されたメディアスト
リーム（たとえばMPEG-2）をモニタできます。ビデオモニタリングを使用すると、（メディア
パケットの数およびサイズとともに）IPレイヤのパケットレートまたはメディアレイヤのビット
レートを設定できます。

メトリック

ビデオモニタリングでは、IP-UDPレベルのMDI（Media Delivery Index、RFC 4445）定義に従っ
たパケット損失とジッターの両方のメトリックがサポートされます。MDIメトリックは、MLR
（メディア損失レート）とDF（遅延係数）です。ビデオモニタリングでは、MDIMLRの拡張で
あるMRV（メディアレート変動）を使用します。つまり、MLRは損失のみをキャプチャし、
MRVは損失と超過の両方をキャプチャします。ビデオモニタリングの DFはMDI定義と同じで
す。DFはモニタ対象のMDIジッターに加えて 1つの公称パケット到着間隔時間を表します。ビ
デオモニタリングでは、2つの主要メトリックとともに、パケット数、バイト数、パケットレー
ト、ビットレート、パケットサイズ、IPヘッダー内のTTL（存続可能時間）フィールド、フロー
数、発生したアラーム、および各種イベントのタイムスタンプがサポートされます。

MDIジッターという用語は、ビデオモニタリングで測定された DFメトリックの正当性を示
すために使用されます。MDIジッターは、実際のパケット到着時間を公称到着参照と比較す
ることによって測定され、簡単なパケット間ジッターは、2つの連続するパケット到着時間の
差で測定されます。前者は後者よりも正確に CBRフローのパフォーマンスをキャプチャしま
す。

（注）

フロー数

現在のリリースでは、Cisco ASR 9000シリーズルータのビデオモニタリングは、ユニキャスト
トラフィックとマルチキャストトラフィックの組み合わせについて、Trident LCではNP（ネット
ワークプロセッサ）あたり 1024フローをサポートし、Typhoon LCでは NPあたり最大 4096フ
ローをサポートします。各ラインカードまたは各システムの最大フローの数は、ラインカード

上の NPの数およびシステム上のラインカードの数によって異なります。シャーシごとのフロー
スケールは、シャーシ上の NPの数によって異なります。

たとえば、4個の Trident LCを搭載した Cisco ASR 9000シリーズルータボックスがあり、各 LC
に 8個の NPが搭載されている場合、シャーシごとのフロースケールは最大 1K*8 = 8Kフローに
なります。
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ハイアベイラビリティ機能

Cisco ASR 9000シリーズルータのビデオモニタリングでは、各レベルでハイアベイラビリティ
がサポートされます。プロセスのOIR（活性抜粋）、ラインカードのOIR、RSP（ルートスイッ
チプロセッサ）のフェールオーバーおよびルータのリロードがサポートされます。設定はすべて

のハイアベイラビリティシナリオで永続的です。モニタされた統計データは、プロセスの OIR
および RSP FO時に保持されます。

インターフェイスのタイプおよび方向

ビデオモニタリングをアクティブ化するには、インターフェイスに対してビデオモニタリング

サービスポリシーを設定する必要があります。ビデオモニタリングポリシーを関連付けること

ができるインターフェイスには 4つのタイプがあります。これらは、メインインターフェイス、
サブインターフェイス、イーサネットバンドルインターフェイス、およびイーサネットバンド

ルサブインターフェイスです。ビデオモニタリングでは、レイヤ3インターフェイスのみサポー
トされ、レイヤ 2インターフェイスはサポートされません。ビデオモニタリングは、インター
フェイスの入力方向にのみ設定できます。

フローレートと DF の精度

Cisco ASR 9000シリーズルータのビデオモニタリングでは、1ミリ秒の精度の DFメトリックパ
フォーマンスが提供されます。さらに、最大 100Mbpsフローレートの標準画質（SD）ビデオト
ラフィック（ほとんどが圧縮されます）がサポートされます。圧縮されていないビデオストリー

ムの場合、最大 3 Gbpsのフローレートがサポートされます。

入力のユーザインターフェイス

ビデオモニタリングでは、設定についてMQC（モジュラQoS設定）構文に従った従来のCLI（コ
マンドラインインターフェイス）入力がサポートされます。アクセスコントロールリスト

（ACL）、クラスマップ、およびポリシーマップを設定してビデオモニタリングを設定できま
す。ビデオモニタリングは、サービスポリシーをインターフェイスに関連付けることによってア

クティブ化できます。インプレイスポリシー変更はサポートされません。設定済みのサービス

ポリシーをインターフェイスに関連付けた後で変更するには、インターフェイスとの関連付けを

解除する必要があります。

出力のユーザインターフェイス

ビデオモニタリングでは、モニタされた統計を取得するための各種 showコマンドと clearコマン
ドが提供されます。ビデオモニタリングコマンドの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router Multicast Command Reference』の「Video Monitoring Commands on Cisco
ASR 9000 Series Routers」を参照してください。

TCA（しきい値超過アラート）をポリシーマップの一部として設定して、ビデオモニタリングに
よるさまざまな状況に関する syslogメッセージの生成を可能にすることができます。 showコマ
ンドまたは SNMP pullを使用してスタンディングアラームを取得することもできます。 XMLは
ビデオモニタリングではサポートされません。
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クラスマップとポリシーマップの数

ビデオモニタリングを使用するには、データプレーンでモニタするフローを決定するフィルタと

して機能するクラスマップとポリシーマップを設定する必要があります。ビデオモニタリングで

は、ポリシーマップあたり最大 1024のクラスマップとシステムあたり最大 1024のクラスマップ
がサポートされます。システム全体で最大 256のポリシーマップがサポートされます。

ビデオ PIE のインストール

ビデオモニタリングを使用するには、ビデオ PIEをインストールする必要があります。RSPタイ
プに応じて、ビデオ PIEの名前に 2つのバージョンがあります。

• asr9k-video-p.pie（RSP2バージョン）

• asr9k-video-px.pie（RSP3バージョン）

ビデオモニタリングのトラップおよびクローン

トラップおよびクローンは、基本的なパフォーマンスモニタリングサービス機能の拡張です。選

択した数のフローからのパケットをフィルタ（トラップ）、複製（クローン）、およびネットワー

ク上のリモートデバイスに送信して、ビデオ品質をより詳細に分析できます。クローンされたパ

ケットは、マルチキャスト転送プロセスによって、パフォーマンストラフィッククローンプロ

ファイルで指定されたインターフェイスにレプリケートされます。リモートデバイスは、MPEG
レイヤレベルでデータを詳細に分析できます。このデバイスは、デバッグツールとしてもモニ

タリングツールとしても使用できます。同じルータ上のサービスエンジンブレードとしても使

用できます。マルチキャストフローの場合、トラップおよびクローン機能は完全に下位互換性が

あります。ただし、ユニキャストフローの場合、この機能は Typhoon LC上のレイヤ 3スイッチ
ドポートアナライザ（SPAN）でのみサポートされます。

L3 SPANでは SNMPはサポートされません。 L3 SPANの詳細については、「Configuring
SPAN」を参照してください。

（注）

ビデオモニタリングの用語

Cisco ASR 9000シリーズルータにビデオモニタリングサービスを実装して設定するには、まず
ビデオモニタリングの用語と概念を理解する必要があります。

インターバル間隔およびインターバルアップデート

ビデオモニタリングでは、ユーザによって設定されたインターバル期間と呼ばれる時間、データ

プレーン上のすべてのパケットを継続的に分析します。統計情報は、各インターバル期間の最後

に定期的にエクスポートされます。これらのエクスポートされた統計情報はインターバルアップ

デートと呼ばれます。ビデオモニタリングのフローおよびその遷移のステータスは、これらのイ

ンターバルアップデートに関してのみ説明されます。また、これらのインターバルアップデー

トに関して、エクスポートされたすべてのビデオモニタリングフロー統計情報が格納されます。
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インターバル期間は、重要なビデオモニタリングパラメータです。ビデオモニタリング設定で

は、エクスポート頻度、保存するエクスポート数、非アクティブなフローを削除する時間などの

機能についてインターバル期間を決定します。（フローの停止およびパフォーマンスの低下を伴

うフローに対する）アラームの発生などのすべてのビデオモニタリング機能は、インターバル

アップデートの内容に基づきます。

ビデオモニタリングフロー

ビデオモニタリングフローは、ヘッダーフィールドが設定済みのクラスマップ（およびそれに

関連付けられたアクセスコントロールリスト）に一致するパケットストリームのインスタンス

です。一意のフローは、ビデオモニタリングサービスポリシーが関連付けられているインター

フェイスに対してローカルです。ビデオモニタリングフローは一連の保存済みインターバルアッ

プデートで構成されます。モニタリングインターバル後にビデオモニタリングで作成された一

意のフローは新規フローと呼ばれます。そのため、存続期間が 1回のモニタリングインターバル
よりも短いパケットストリームは、ビデオモニタリングフローとしてエクスポートされず、保

存されません。

フローの停止

ルータが 1回のインターバルアップデート以上の期間、モニタ対象フローでのパケットの受信を
停止した場合、そのモニタ対象フローは停止していると見なされます。

フローの再開

停止されたビデオモニタリングフローでパケットの受信が再開されると、通常のインターバル

アップデートが次のモニタリングインターバルでエクスポートされます。再開されたフローに

は、1回以上のゼロインターバルがあり、その後に通常のインターバルアップデートが続きま
す。

フローのスイッチオーバー

イーサネットバンドルインターフェイスまたはイーサネットバンドルサブインターフェイス上

のビデオモニタリングフローは、ある物理メンバインターフェイスから別のインターフェイス

に移動する場合があります。つまり、パケットストリームがあるインターフェイスでフローを停

止し、別のインターフェイスでフローを再開します。これはフローのスイッチオーバーと定義さ

れています。この場合、両方のインターフェイスが同じラインカード上にあれば、ビデオモニ

タリングはスイッチオーバー前のフローとスイッチオーバー後のフローを同じフローとして処理

します。それ以外の場合、2つの異なるフローとして処理します。

フローの削除

停止されたビデオモニタリングフローが（モニタリングインターバルの数に関して）設定され

たタイムアウトの間ゼロインターバルをエクスポートし続ける場合、フローはデッドと見なさ

れ、削除対象としてマークされます。ユーザが非アクティブフローを制御できる期間は、タイム

アウトパラメータを使用して指定されます。マークされたすべてのフローの実際の削除は、Trident
LCでは 150秒ごと、Typhoon LCでは 60秒ごとに実行される定期的なスイープ機能により、少し
遅れて実行されます。フローが削除されると、すべてのエクスポート済み統計情報（ゼロイン

ターバルを含む一連のインターバルアップデート）は完全にストレージから削除されます。
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ビデオモニタリングの実装
ビデオモニタリングの設定は、関連するクラスマップとポリシーマップの設定、インターフェイ

スへのビデオモニタリングポリシーのバインドなどを含む 4ステップの手順です。

IPv4 アクセスリストの作成
この手順は、一般的な IPv4アクセスリストの作成および設定の手順に似ています。ここでは、
クイックリファレンスとしてビデオモニタリングの ACLの設定例を示します。詳細について
は、『Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ IPアドレスおよびサービスコ
ンフィギュレーションガイド』の「アクセスリストおよびプレフィックスリストの実装」の章を

参照してください。

このタスクでは、標準 IPv4アクセスリストを設定します。

標準アクセスリストでは、照合操作に送信元アドレスを使用します。

ビデオモニタリングポリシーでは、ACL設定で明示的な denyステートメントを使用できま
せん。また、logまたは log-inputは ACL設定ではサポートされません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. ipv4 access-list name
3. [sequence-number] remark remark
4. [sequence-number] permit udp source [source-port] destination [destination-port]
5. 必要に応じてステップ4を繰り返し、シーケンス番号でステートメントを追加します。エント
リを削除するには、no sequence-numberコマンドを使用します。

6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

IPv4アクセスリストコンフィギュレーションモードを開始
し、アクセスリスト acl_1を設定します。

ipv4 access-list name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# ipv4 access-list

ステップ 2   

acl_1

（任意）名前付きアクセスリストで後続の permitステートメ
ントに関するコメントを記述できます。

[sequence-number] remark remark

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)#

ステップ 3   

•注釈は最大 255文字まで可能で、これより長い文字は切
り捨てられます。

10 remark Do not allow user1 to telnet
out •注釈は permitステートメントの前後に設定できますが、

一貫性のある場所にする必要があります。

次の条件を指定して送信元ポートと宛先ポートを指定できま

す。

[sequence-number] permit udp source
[source-port] destination [destination-port]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)#

ステップ 4   

•ビデオモニタリングでは udpのみサポートされます。

•パケットの送信元のネットワークまたはホスト番号を指
定するには、sourceキーワードを使用します。20 permit udp 172.16.0.0/24 eq 5000

host 225.0.0.1 eq 5000

•送信元に適用するワイルドカードビットを指定するには、
オプションの source-wildcard引数を使用します。

•パケットの送信先のネットワークまたはホスト番号を指
定するには、destinationキーワードを使用します。

•宛先に適用するワイルドカードビットを指定するには、
オプションの destination-wildcard引数を使用します。

アクセスリストは変更できます。必要に応じてステップ4を繰り返し、シー
ケンス番号でステートメントを追加しま

ステップ 5   

す。エントリを削除するには、no
sequence-numberコマンドを使用します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ IP アドレスおよびサービスコンフィギュ
レーションガイドリリース 4.2    

   OL-26068-01-J 9

ビデオモニタリングの実装

IPv4 アクセスリストの作成



目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

クラスマップの設定

ここでは、フロー分類子を設定します。これは個々のフローに一致するか、いくつかのフローに

一致する集約フィルタである場合があります。

手順の概要

1. configure
2. class-map type traffic class-map-name
3. match access-group ipv4 acl-name
4. end-class-map
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

クラスマップモードを開始します。クラスマップタイプは常

に trafficとして入力する必要があります。
class-map type traffic class-map-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

class-map type traffic class1

このクラスに一致させる ACLを入力します。クラスあたり 1
つの ACLのみを一致させることができます。

match access-group ipv4 acl-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#

ステップ 3   

match access-group ipv4 acl1

クラスマップの設定を完了します。end-class-map

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)#

ステップ 4   

end-class-map

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 5   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit ◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変
更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。
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目的コマンドまたはアクション

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

ポリシーマップの設定

ビデオモニタリングのポリシーマップは、performance-trafficタイプです。ビデオモニタリング
のポリシーマップでは、階層の 1レベルのみがサポートされます。つまり、階層型ポリシーマッ
プ設定はビデオモニタリングではサポートされません。

ビデオモニタリングのポリシーマップ設定は次の 3つで構成されます。

•フローパラメータ設定：インターバル期間、必須履歴インターバル、タイムアウトなど、モ
ニタするフローの各種プロパティを指定します。

•メトリックパラメータ設定：モニタするフローについて計算する必要があるメトリックを指
定します。

•反応パラメータ設定：フローについて生成するアラートのベースとなるパラメータを指定し
ます。

設定階層は、policy、class、flowの順です。つまり、上で指定されたすべてのパラメータは、ポリ
シーマップ内の特定のクラスに一致するすべてのフローに適用されます。特定のクラスに一致す

るフローに対するフローパラメータと反応パラメータの指定はオプションですが、メトリックパ

ラメータは必須です。

メトリックパラメータを使用したポリシーマップの設定

ポリシーマップのメトリックパラメータは次のとおりです。

•レイヤ 3パケットレート

•メディアビットレート（指定された UDPペイロードにおけるメディアパケットカウント
の数およびサイズによる）

レイヤ 3パケットレートおよびメディアレートには、相互に排他的なコンフィギュレーショ
ンコマンドがあります。

（注）

ここでは、各メトリックパラメータの設定について説明します。

レイヤ 3パケットレート
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手順の概要

1. configure
2. policy-map type performance-traffic policy-map-name
3. class type traffic class-name
4. monitor metric ip-cbr
5. rate layer3 packet packet-rate pps
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ポリシーマップモードを開始します。ポリシーマップタ

イプは常に performance trafficとして入力する必要があり
ます。

policy-map type performance-traffic
policy-map-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# policy-map

ステップ 2   

type performance-traffic policy1

このポリシーに一致させるクラスマップを入力します。

1つのポリシーに対して複数のクラスを指定できます。
class type traffic class-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# class

ステップ 3   

type traffic class-name

IP-CBRメトリックモニタサブモードを開始します。monitor metric ip-cbr

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config- pmap-c)#

ステップ 4   

現在は IP-CBRメトリックモニタリングのみが
ビデオモニタリングでサポートされています。

（注）

monitor metric ip-cbr

IPレイヤ 3パケットレートをパケット/秒（pps）単位で
指定します。

rate layer3 packet packet-rate pps

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c-ipcbr)#

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

rate layer3 packet packet-rate pps

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

メディアビットレート

メディアビットレートのメトリックパラメータは、メディアビットレート、メディアパケット

カウント、およびパケットサイズで構成されます。レートメディアオプションを使用すると、

1つの UDPパケットに存在するメディアペイロードパケット（つまりMPEG-2データグラム）
の数および各メディアペイロードのサイズを指定できます。メディアビットレートの指定は必

須です。Cisco IOS XRソフトウェアリリース 3.9.1では、パケットカウントおよびパケットサイ
ズのデフォルトはありません。これらの値は設定する必要があります。

メディアビットレートを 1052800 bps、メディアパケットカウントを 7、メディアパケット
サイズを 188バイトに設定すると、メディアパケットレートはレイヤ 3で 100 ppsになりま
す。計算は、1052800 / (7 *188*x 8) = 100 ppsです。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. policy-map type performance-traffic policy-map-name
3. class type traffic class-name
4. monitor metric ip-cbr
5. rate media bit -rate {bps|kbps|mbps|gbps}
6. media packet count in-layer3 packet-count
7. media packet size packet-size
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ポリシーマップモードを開始します。ポリシーマップタイ

プは常に performance trafficとして入力する必要があります。
policy-map type performance-traffic
policy-map-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
policy-map type performance-traffic
policy1

ステップ 2   

このポリシーに一致させるクラスマップを入力します。 1つ
のポリシーに対して複数のクラスを指定できます。

class type traffic class-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)#
class type traffic class-name

ステップ 3   

IP-CBRメトリックモニタサブモードを開始します。monitor metric ip-cbr

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config- pmap-c)#
monitor metric ip-cbr

ステップ 4   

現在は IP-CBRメトリックモニタリングのみがビデ
オモニタリングでサポートされています。

（注）

フローのメディアビットレートを bps、kbps、mbps、または
gbpsで指定します。ここで設定をコミットできます。オプ
ションパラメータを指定することもできます。

rate media bit -rate {bps|kbps|mbps|gbps}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-
pmap-c-ipcbr)# rate media 100 mbps

ステップ 5   

メディアビットレートのデフォルトの単位は kbps
です。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

各 IPペイロードのメディアパケット数を指定します。media packet count in-layer3 packet-count

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-
pmap-c-ipbr)# media packet count
in-layer3 10

ステップ 6   

IPペイロード内の各メディアパケットのサイズをバイト単位
で指定します。

media packet size packet-size

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-
pmap-c-ipcbr)# media packet size 188

ステップ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

フローパラメータを使用したポリシーマップの設定

ポリシーマップのフローパラメータは次のとおりです。

ビデオモニタリングでは、データプレーンによってフローおよび各インターバルの最後にエクス

ポートされるメトリックが継続的にモニタされます。このインターバルの期間およびフロー（履
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歴）ごとに保存する必要があるインターバルの数をオプションで指定することもできます。これ

らのフローパラメータはフローごとに指定できます。

•インターバル期間：このインターバル期間の最後にメトリックがエクスポートされます。 5
の倍数（10～ 300秒の任意の値）で指定します。デフォルト値は 30です。

•履歴：フローごとに保存する必要があるフロー情報（フロー ID、メトリックなど）を含むイ
ンターバル数。 1～ 60の任意の値を指定できます。デフォルト値は 10です。

•タイムアウト：インターバル期間の倍数で指定し、この時間が経過すると、非アクティブな
フローが削除対象としてマークされます。 2～ 60の任意の値を指定できます。デフォルト
値は 0です（注：タイムアウト値 0には特別な意味があります。フローはタイムアウトせ
ず、スタティックフローになります）。

•クラスあたりの最大フロー：ポリシーの各クラスでモニタする必要があるフローの最大数。
1～ 1024の任意の値を指定できます。デフォルト値は 1024です。

手順の概要

1. configure
2. policy-map type performance-traffic policy-map-name
3. class type traffic class-name
4. monitor parameters
5. {interval duration duration | flows number of flows | history intervals | timeout duration}
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ポリシーマップモードを開始します。ポリシーマップタイプは常

に performance trafficとして入力する必要があります。
policy-map type performance-traffic
policy-map-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

policy-map type performance-traffic
policy1
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目的コマンドまたはアクション

このポリシーに一致させるクラスマップを入力します。 1つのポ
リシーに対して複数のクラスを指定できます。

class type traffic class-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)#

ステップ 3   

class type traffic class-name

フローモニタサブモードを開始します。monitor parameters

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-

ステップ 4   

pmap-c)# monitor parameters

{interval duration duration | flows
number of flows | history intervals |
timeout duration}

ステップ 5   •フローごとにインターバル期間を指定するには、interval
durationオプションを選択します。範囲は 10～ 300（5の倍
数）です。デフォルト値は 30です。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-

•フローごとに保存するインターバルデータの最大数を指定す
るには、historyオプションを選択します。 1～ 60の任意の
値を指定できます。デフォルト値は 10です。pmap-c-fparm)# interval duration 10

•インターバル期間の倍数でタイムアウト値を指定するには、
timeoutオプションを選択します。この時間が経過すると、非
アクティブなフローは削除対象としてマークされます。範囲

は 2～ 60です。デフォルト値は 0で、スタティックフロー
を示します。

•クラスごとにモニタできるフローの最大数を指定するには、
flowsオプションを選択します。範囲は 1～ 1024です。デ
フォルト値は 1024です。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 6   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コン
フィギュレーションセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

反応パラメータを使用したポリシーマップの設定

ポリシーマップの反応パラメータはオプションです。

反応パラメータは、ユーザがフロー品質を指定するための直接参照です。フローは継続的にモニ

タされ、インターバル期間の最後に、ユーザによって特定のパラメータに指定されたしきい値を

超えたかどうかを確認するために統計情報が調べられます。しきい値を超えた場合は、コンソー

ルに syslogアラームが生成されます。アラームが設定されると、その条件に対してこれ以上 syslog
通知は発行されなくなります。

ポリシーマップを設定するには次の反応パラメータが使用されます。

•メディアレート変動（MRV）：フローのMRV統計情報がユーザによって指定されたしきい
値を超えると、ビデオモニタリングが反応してアラームを生成します。

•遅延係数：フローの遅延係数統計情報がユーザによって指定されたしきい値を超えると、ビ
デオモニタリングが反応してアラームを生成します。

•メディア停止：フローが停止すると、ビデオモニタリングが反応してアラームを生成しま
す。これは、1回の完全なモニタリングインターバルの間にフローのパケットを受信しな
かったことを示します。

•パケットレート：フローのパケットレートがユーザによって指定されたしきい値を超える
と、ビデオモニタリングが反応してアラームを生成します。

•フローカウント：各クラスのフローカウントがユーザによって指定されたしきい値を超え
ると、ビデオモニタリングが反応してアラームを生成します。
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手順の概要

1. configure
2. policy-map type performance-traffic policy-map-name
3. class type traffic class-name
4. react react-id {mrv | delay-factor | packet-rate | flow-count |media-stop}
5. threshold type immediate
6. threshold value {ge | gt | le | lt | range} limit
7. action syslog
8. alarm severity {error | critical | alert | emergency}
9. alarm type {discrete | grouped}
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ポリシーマップモードを開始します。ポリシーマップタイ

プは常に performance trafficとして入力する必要があります。
policy-map type performance-traffic
policy-map-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

policy-map type performance-traffic
policy1

このポリシーに一致させるクラスマップを入力します。 1つ
のポリシーに対して複数のクラスを指定できます。

class type traffic class-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)#

ステップ 3   

class type traffic class-name

反応パラメータコンフィギュレーションサブモードを開始

します。ここで指定する反応 IDは、クラスごとに一意であ
る必要があります。

react react-id {mrv | delay-factor |
packet-rate | flow-count |media-stop}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config- pmap-c)#

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

media-stop反応パラメータでは、threshold-typeおよ
び threshold-valueオプションは適用されません。
flow-count反応パラメータでは、alarm-typeオプショ
ンは適用されません。

（注）react 1 mrv

しきい値のトリガータイプを指定します。現在使用可能な

しきい値タイプは immediateです。
threshold type immediate

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-

ステップ 5   

pmap-c-react)# threshold type
immediate

しきい値のトリガー値範囲を指定します。threshold value {ge | gt | le | lt | range} limit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-

ステップ 6   

pmap-c-react)# threshold value ge 50

actionキーワードでは、しきい値制限を超えたときに実行す
るアクションを指定します。現在、syslogアクションが唯一
使用可能なオプションです。

action syslog

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-

ステップ 7   

pmap-c-react)# action syslog

syslogのアラーム重大度を指定します。alarm severity {error | critical | alert |
emergency}

ステップ 8   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-
pmap-c-react)# alarm severity critical

アラームタイプを指定します。しきい値を超えたすべての

フローに対して個別アラームが発生します。特定の数または

alarm type {discrete | grouped}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-

ステップ 9   

割合のフローがしきい値を超えた場合は、グループ化された

アラームが発生します。
pmap-c-react)# alarm type discrete

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 10   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショ

ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

インターフェイスのサービスポリシーの設定

ビデオモニタリングサービスをイネーブルにするには、設定したポリシーマップを入力方向のイ

ンターフェイスに関連付ける必要があります。

イーサネットバンドルインターフェイスの場合、サービスポリシーは、物理メンバインターフェ

イスではなくバンドル親インターフェイスにのみ関連付けることができます。イーサネットバン

ドルサブインターフェイスの場合は、サブインターフェイスにのみ関連付けることができます。

VLANサブインターフェイスの場合は、サービスポリシーをメインインターフェイスに関連付け
ることはできません。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. service-policy type performance-traffic input policy-name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ IP アドレスおよびサービスコンフィ
ギュレーションガイドリリース 4.2

22 OL-26068-01-J  

ビデオモニタリングの実装

インターフェイスのサービスポリシーの設定



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

• type引数でインターフェイスタイプを指定します。インター
フェイスタイプの詳細については、疑問符（?）オンラインヘ
ルプ機能を使用してください。

interface type interface-path-id

• instance引数で物理インターフェイスインスタンスまたは仮想イ
ンスタンスを指定します。

•物理インターフェイスインスタンスの表記方法は
rack/slot/module/portです。値を区切るスラッシュ（/）は、表記
の一部として必要です。

•仮想インターフェイスインスタンスの番号範囲は、インターフェ
イスタイプによって異なります。

ポリシーを入力方向のインターフェイスに関連付けます。service-policy type
performance-traffic input policy-name

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
service-policy type
performance-traffic input policy1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用し

ます。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求され
ます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終
了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。
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目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッション

は終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コンフィ
ギュレーションセッションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

インターフェイスのトラップおよびクローンの設定

トラップおよびクローンは既存のビデオモニタリングサービスの拡張であり、現在のコントロー

ルプレーンインフラストラクチャをトラップおよびクローンの設定に対応できるように拡張でき

ます。

フローのタプル情報（送信元および宛先 IPアドレス）を使用してトラップをインストールできま
す。これにより、最終的にリモートデバイスまたはローカルプローブによって一致するパケット

がさらに分析されます。

ここでは、一般的なビデオモニタリングシナリオにおけるトラップおよびクローンプロセスの

動作方法を示します。

•適切なパッケージ（マルチキャストおよびビデオ PIE）をインストールしてビデオモニタリ
ングをイネーブルにし、ACL、クラスマップ、ポリシーマップを設定してポリシーマップを
インターフェイスにバインドする必要があります。

•フローの送信元と宛先を指定してクローンするフローを指定することで、トラップおよびク
ローンを設定する必要があります。

•トラップが VidMonコントロールプレーンによってデータプレーンにインストールされる
と、VidMonデータプレーンは指定されたフローのパケットのクローンを開始します。

•クローンされたパケットは、リモートモニタリングデバイスに転送されてさらに分析され
ます。
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show performance traffic clone profileコマンドを使用すると、インストールされているトラッ
プを確認できます。ビデオモニタリングのトラップおよびクローン機能は、マルチキャスト

トラフィックに対してのみサポートされ、ユニキャストフローについては、ユーザが SPAN
を設定する必要があります。マルチキャストでは、ビデオモニタリングのトラップおよびク

ローン機能は、クローンインターフェイスのスタティック IGMPグループを使用して実装さ
れます。クローンインターフェイスは、ローカルプローブに接続された専用ポートに設定で

きます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. performance traffic clone profile
3. performance traffic clone profile profile_name description
4. interface type interface-path-id
5. clone flow ipv4 source <source-ip> destination <destination-ip>
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

パフォーマンストラフィッククローンプロファ

イルモードを開始します。

performance traffic clone profile

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# performance traffic

ステッ

プ 2   

clone profile

クローンプロファイルに対して説明を設定しま

す。

performance traffic clone profile profile_name description

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-perf-traf-clone-profile)#

ステッ

プ 3   

performance traffic clone profile profile1 description
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目的コマンドまたはアクション

クローンプロファイルに対して出力インター

フェイスを設定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-perf-traf-clone-profile)#

ステッ

プ 4   

interface GigabitEthernet 0/0/0/1

クローンプロファイルに対してクローンが必要

なトラフィックフローを設定します。

clone flow ipv4 source <source-ip> destination
<destination-ip>

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-perf-traf-clone-profile)#

ステッ

プ 5   

複数のフローを 1つのクローンプロ
ファイルに関連付けることができま

す。同様に、1つのフローを複数のク
ローンプロファイルに関連付けるこ

とができます。

（注）

clone flow ipv4 23.1.1.1 224.2.2.2

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 6   •• endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変
更を保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンド
を使用します。
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目的コマンドまたはアクション

ビデオモニタリングの実装の設定例

シナリオ 1

イーサネットバンドルインターフェイスに 3つの物理メンバがあり、マルチキャストビデオト
ラフィックはそのメンバ上をフローあたり 300 ppsで移動しています。

ビデオモニタリングを使用して、このイーサネットバンドル上のすべてのフローをモニタしま

す。フロー単位のトラフィック負荷が予想レートの 10 %を超えた場合に、クリティカルレベル
のアラームを発生させます。遅延係数が 4ミリ秒を超えた場合はエラーレベルのアラームを発生
させます。収集した統計情報を 10秒ごとに報告します。フローがアクティブであるかぎり、報
告した統計情報を 10分間保管します。パケットを 30秒間受信しなかった場合はフロー統計情報
を削除します。

例

ipv4 access-list sample-acl
10 permit udp any any
!
class-map type traffic match-any sample-class
match access-group ipv4 sample-acl
end-class-map
!
policy-map type performance-traffic sample-policy
class type traffic sample-class
monitor parameters
interval duration 10
history 60
timeout 3
!
monitor metric ip-cbr
rate layer3 packet 300 pps
!
react 100 mrv
threshold type immediate
threshold value gt 10.00
action syslog
alarm severity error
alarm type discrete
!
react 101 delay-factor
threshold type immediate
threshold value gt 4.00
action syslog
alarm severity error
alarm type discrete
!
!
end-policy-map
!
interface Bundle-Ether10
ipv4 address 172.192.1.1 255.255.255.0
service-policy type performance-traffic input sample-policy
!
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interface TenGigE0/6/0/0
bundle id 10 mode on
!
interface TenGigE0/6/0/1
bundle id 10 mode on
!
interface TenGigE0/6/0/2
bundle id 10 mode on
!

シナリオ 2

VLANサブインターフェイスは、共通のマルチキャストグループアドレス 225.0.0.1とさまざま
な UDPポート番号を持つ 100個のビデオストリームを伝送しています。 IPレイヤの予想パケッ
トレートは不明ですが、メディアビットレートは 1052800 bpsであることがわかっています。メ
ディアペイロードにはMPEG-2で符号化された CBRフローが含まれ、デフォルトのパケット化
が使用されます（つまり、1つのUDPペイロードに 7つのMPEGパケットがあり、各パケットの
長さは 188バイトです）。

100を超えるフローはモニタしません。フローが停止してもフローのタイムアウトと削除を実行
しませんが、停止したフローの割合が 90 %を超えた場合はエラーレベルのアラームを発生させ
ます。

例

ipv4 access-list sample-acl
10 permit udp any host 225.0.0.1
!
class-map type traffic match-any sample-class
match access-group ipv4 sample-acl
end-class-map
!
policy-map type performance-traffic sample-policy
class type traffic sample-class
monitor parameters
flows 100

!
monitor metric ip-cbr
rate media 1052800 bps
!
react 100 media-stop
action syslog
alarm severity error
alarm type grouped percent 90
!
end-policy-map
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.1
encapsulation dot1q 500
ipv4 address 172.192.1.1 255.255.255.0
service-policy type performance-traffic input sample-policy
!

monitor metric ip-cbrで、次の 2行はデフォルトであるため設定する必要はありません。

• media packet count in-layer3 7

• media packet size 188
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ただし、これらのパラメータがデフォルト値と異なる場合は設定する必要があります。

シナリオ 3

メインインターフェイスに、マルチキャストストリームのグループが 3つあり、最初のグループ
では UDP宛先ポートが 1000、2番めのグループでは 2000、3番めのグループでは 3000と 4000で
す。これらの 3つのストリームグループは、それぞれ 100 pps、200 pps、300 ppsで移動します。

各グループのフローの最大数を 300フローに制限し、フローがプロビジョニングされたフロー容
量の 90 %に達した場合にエラーレベルのアラームを発生させます。

例

ipv4 access-list sample-acl-1
10 permit udp any any eq 1000
!
ipv4 access-list sample-acl-2
10 permit udp any any eq 2000
!
ipv4 access-list sample-acl-3
10 permit udp any any eq 3000
20 permit udp any any eq 4000
!
class-map type traffic match-any sample-class-1
match access-group ipv4 sample-acl-1
end-class-map
!
class-map type traffic match-any sample-class-2
match access-group ipv4 sample-acl-2
end-class-map
!
class-map type traffic match-any sample-class-3
match access-group ipv4 sample-acl-3
end-class-map
!
policy-map type performance-traffic sample-policy
class type traffic sample-class-1
monitor parameters
interval duration 10
history 60
timeout 3
flows 300
!
monitor metric ip-cbr
rate layer3 packet 100 pps
!
react 100 flow-count
threshold type immediate
threshold value gt 270
action syslog
alarm severity error
!

class type traffic sample-class-2
monitor parameters
interval duration 10
history 60
timeout 3
flows 300
!
monitor metric ip-cbr
rate layer3 packet 200 pps
!
react 100 flow-count
threshold type immediate
threshold value gt 270
action syslog
alarm severity error

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ IP アドレスおよびサービスコンフィギュ
レーションガイドリリース 4.2    

   OL-26068-01-J 29

ビデオモニタリングの実装

ビデオモニタリングの実装の設定例



!
class type traffic sample-class-1
monitor parameters
interval duration 10
history 60
timeout 3
flows 300
!
monitor metric ip-cbr
rate layer3 packet 300 pps
!
react 100 flow-count
threshold type immediate
threshold value gt 270
action syslog
alarm severity error
!
!
end-policy-map
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
ipv4 address 172.192.1.1 255.255.255.0
service-policy type performance-traffic input sample-policy
!

シナリオ 4

10GEメインインターフェイスは、スポーツスタジアムの 6台の高精度（HD）カメラに直接接続
されたデジタルコンテンツマネージャ（DCM）から6つのHDビデオストリームを受信します。
各 HDビデオストリームは圧縮されず、帯域幅はレイヤ 2で 1.611 Gbpsであり、これは 140625
ppsに相当します。これらの 6つの受信ストリームはマルチキャストグループが 225.0.0.1～
225.0.0.6、UDPポート番号は 5000です。

フローの遅延係数が2ミリ秒を超えた場合、またはメディア損失率が5%を超えた場合にクリティ
カルレベルのアラームを発生させます。 10秒のインターバルを使用し、最大の履歴を保管しま
す。このインターフェイスでは 6つを超えるフローはモニタしません。非アクティブなフローを
タイムアウトにしません。

例

ipv4 access-list sample-acl
10 permit udp any eq 5000 225.0.0.0/24 eq 5000
!
class-map type traffic match-any sample-class
match access-group ipv4 sample-acl
end-class-map
!
policy-map type performance-traffic sample-policy
class type traffic sample-class
monitor parameters
interval duration 10
history 60
flows 6
!
monitor metric ip-cbr
rate layer3 packet 140625 pps
!
react 100 mrv
threshold type immediate
threshold value gt 5.00
action syslog
alarm severity critical
alarm type discrete
!
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react 200 delay-factor
threshold type immediate
threshold value gt 2.00
action syslog
alarm severity critical
alarm type discrete
!
end-policy-map
!
interface TenGigE0/2/0/0
ipv4 address 172.192.1.1 255.255.255.0
service-policy type performance-traffic input sample-policy
!

シナリオ 5

イーサネットインターフェイスがCiscoASR9000シリーズルータに設定され、そこをマルチキャ
ストビデオトラフィックが移動しています。ビデオモニタリングを使用して、このイーサネッ

トインターフェイス上のすべてのビデオフローのパフォーマンスをモニタします。ビデオモニ

タリングのトラップおよびクローン機能を使用して、これらのフローパケットをトラップし、指

定された出力インターフェイスにクローン（または複製）します。

指定された出力インターフェイスにクローンするフローを含むトラップおよびクローンプロファ

イルを設定します。プロファイルに説明を追加します。

例

Performance traffic clone profile profile1
Description video flows monitored by vidmon
Interface GigE 0/1/1/1
flow ipv4 source 23.1.1.1 destination 231.2.2.2

シナリオ 6

100GEメインインターフェイスは、ユニキャストトラフィックの 5つの高精度（HD）ビデオス
トリームを受信しています。各HDビデオストリームは圧縮されず、そのビットレートは 3Gbps
です。各ストリームは CBRフローで、パケットレートが 284954 ppsであることがわかっていま
す。これらのストリームの送信元は 192.1.1.2で、宛先は 10.1.1.1～ 10.1.1.5です。送信元と宛先
の両方に UDPポート 7700が使用されています。

フローの遅延係数が 5ミリ秒を超えた場合、または CBRフローレートが予想公称レートの 10 %
以上低下した場合、クリティカルレベルのアラームを発生させます。 30秒のインターバルを使
用し、10インターバルを履歴として保管します。このポートはまもなく低レートの VoDフロー
を受信することがわかっているため、最大フローカウントとして 4000を許可します。 10.1.1.0/24
サブネット宛てのストリームのみをモニタします。品質低下が検出された場合は、アラームを

syslog出力以外に NMSシステムに報告します。

例

ipv4 access-list sample-acl
10 permit udp 192.1.1.2/32 eq 7700 10.1.1.0/24 eq 7700
!
class-map type traffic match-any sample-class match access-group ipv4 sample-acl
end-class-map
!
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policy-map type performance-traffic sample-policy class type traffic sample-class
monitor parameters
interval duration 30
history 10
flows 4000
!
monitor metric ip-cbr
rate layer3 packet 284954 pps
!
react 100 mrv
threshold type immediate
threshold value lt 10.00
action syslog
action snmp
alarm severity critical
alarm type discrete
!
react 200 delay-factor
threshold type immediate
threshold value gt 5.00
action syslog
action snmp
alarm severity critical
alarm type discrete
!
end-policy-map
!
interface HundredGigE0/1/0/1
ipv4 address 172.192.1.1 255.255.255.0
service-policy type performance-traffic input sample-policy
!
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MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBを
特定およびダウンロードするには、次の URL
にある Cisco MIB Locatorを使用し、[Cisco
Access Products]メニューからプラットフォーム
を選択します。http://cisco.com/public/sw-center/
netmgmt/cmtk/mibs.shtml

—

RFC

タイトルRFC

『Proposed Media Delivery Index (MDI)』RFC4445

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。
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