
パフォーマンスルーティングの理解

このモジュールでは、パフォーマンスルーティング（PfR）がどのように動作するかを説明し、
ユーザが自身のネットワークにこのテクノロジーを実装する方法を理解できるようにします。

設定後、PfRテクノロジーは一連のフェーズを通過します。これらのフェーズはトラフィックク
ラスのプロファイリングで始まり、トラフィッククラスの測定、トラフィッククラスへのポリ

シーの適用、ポリシーの条件に合わせたトラフィッククラスの制御を経て、最後にトラフィッ

ククラス最適化の結果が検証されます。

PfRコンフィギュレーションモジュールでは、Cisco IOS Release 15.1(2)Tで導入された PfR構
文が紹介されています。 Cisco IOS Release 15.1(1)T以前のリリース、または 12.2SRあるいは
12.2SXのイメージを実行している場合、Optimized Edge Routingに関するすべての資料につい
ては、『Optimized Edge Routing Configuration Guide』を参照してください。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載さ

れている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、

このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorには、www.cisco.com/go/
cfnからアクセスします。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

パフォーマンスルーティングを理解するための前提条件
•境界ルータ専用機能はCisco IOSXERelease 3.1Sおよび 3.2Sイメージに含まれます。マスター
コントローラ設定は使用できません。 Cisco IOS XE Release 3.1Sおよび 3.2Sイメージで境界
ルータとして使用されているCiscoASR1000シリーズルータと通信するマスターコントロー
ラは、Cisco IOS Release 15.0(1)Mまたはそれ以降の 15.0Mリリースを実行するルータでなけ
ればなりません。 Cisco IOS XE Release 3.3S以降のリリースでは、マスターコントローラ設
定はサポートされます。

• PfRフェーズを理解するには、PfRの動作原理と基本的な PfRネットワークコンポーネント
のセットアップ方法について概要を把握しておく必要があります。詳細については、

「Configuring Basic Performance Routing」モジュールを参照してください。

•参加するすべてのデバイスでシスコエクスプレスフォワーディング（CEF）を有効にする必
要があります。その他のスイッチングパスは、ポリシーベースルーティング（PBR）でサ
ポートされている場合でもサポートされません。

パフォーマンスルーティングを理解するための概要

プロファイルフェーズの概念

トラフィッククラスのプロファイリングの概要

トラフィックを最適化する前に、PfRは境界ルータを通過するトラフィックからトラフィックク
ラスを判断する必要があります。トラフィックルーティングを最適化するには、全トラフィック

のサブセットを識別する必要があります。これらのトラフィックサブセットをトラフィッククラ

スと呼びます。トラフィッククラスのエントリのリストには、監視対象トラフィッククラス

（MTC）リストという名前が付けられています。デバイスを経由したトラフィックを自動的に学
習するか、トラフィッククラスを手動で設定することによって、MTCリスト内のエントリのプロ
ファイリングを行うことができます。学習されたトラフィッククラスと設定されたトラフィック

クラスの両方が、同時にMTCリストに存在する場合があります。 PfRプロファイルフェーズに
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は、学習メカニズムと設定メカニズムの両方が含まれます。 PfRトラフィッククラスのプロファ
イリングプロセスの全体構造とコンポーネントは次の図で確認できます。

図 1：PfR トラフィッククラスのプロファイリングプロセス

このフェーズの最終的な目的は、ネットワークを通過するトラフィックのサブセットを選択する

ことです。このトラフィックのサブセット（MTCリスト内のトラフィッククラス）は、使用可
能な最良のパフォーマンスパスに基づいてルーティングする必要のあるトラフィックのクラスを

表します。

自動トラフィッククラス学習

PfRは、境界ルータを通過するトラフィックを監視しながら、トラフィッククラスを自動的に学
習します。目的はトラフィックのサブセットを最適化することですが、このトラフィックの正確

なパラメータをすべて把握できるわけではないので、PfRにはトラフィックを自動的に学習し、
MTCリストに入力することによってトラフィッククラスを作成する方法が用意されています。
初回リリース以降、複数の機能が PfRに追加され、自動トラフィッククラス学習プロセスの機能
は強化されています。

自動トラフィッククラス学習プロセスには、現在 3つのコンポーネントがあります。 1つめのコ
ンポーネントではプレフィックスベースのトラフィッククラスの自動学習、2つめのコンポーネ
ントではアプリケーションベースのトラフィッククラスの自動学習が規定されています。3つめ
のコンポーネントでは、学習リストを使用してプレフィックスベースとアプリケーションベース

の両方のトラフィッククラスを分類する方法が規定されています。この 3つのコンポーネントに
ついては、次の項で説明します。

PfR を使用したプレフィックストラフィッククラスの学習
NetFlow Top Talker機能を使用して、最大のアウトバウンドスループットまたは最大の遅延時間
に基づいてプレフィックスを自動的に学習するように PfRマスターコントローラを設定できま
す。スループットの学習では、最大のアウトバウンドトラフィックボリュームを生成するプレ

フィックスを判定します。スループットプレフィックスは高い順にソートされます。遅延学習
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では、ラウンドトリップ応答時間（RTT）が最大のプレフィックスを判定し、これらのプレフィッ
クスの RTTを低減するために、最大遅延プレフィックスを最適化します。遅延プレフィックス
は、遅延時間の長い順にソートされます。

PfR は、次の 2 種類のプレフィックスを自動的に学習できます。

•外部プレフィックス：外部プレフィックスは、社外で割り当てられたパブリックIPプレフィッ
クスとして定義されています。外部プレフィックスは他のネットワークから受信します。

•内部プレフィックス：内部プレフィックスは、社内で割り当てられたパブリックIPプレフィッ
クスとして定義されています。内部プレフィックスは、企業ネットワーク内部で設定された

プレフィックスです。

BGPインバウンド最適化機能に、内部プレフィックスを学習する機能が追加されました。BGPを
使用すると、PfRは内部プレフィックスを選択し、自律システム外のプレフィックスから自律シ
ステム内のプレフィックス宛てに送信されるトラフィックに対する最良入口選択をサポートでき

ます。以前のリリースでは、外部プレフィックスだけがサポートされていました。 PfRでサポー
トされる内部プレフィックスの詳細については、「パフォーマンスルーティングを使用したBGP
インバウンド最適化」モジュールを参照してください。

自動プレフィックス学習は、PfR Top Talker/Top Delay学習コンフィギュレーションモードで設定
します。 PfRマスターコントローラコンフィギュレーションモードからこのモードに移行する
には、learn（PfR）コマンドを使用します。自動プレフィックス学習がイネーブルの場合、境界
ルータ上でプレフィックスとその遅延またはスループット特性が測定されます。プレフィックス

ベースのトラフィッククラスのパフォーマンス測定値はマスターコントローラにレポートされ、

学習済みプレフィックスはMTCリストに保存されます。

組み込みの NetFlow機能を使用してトラフィックフローを監視することで、境界ルータ上でプレ
フィックスが学習されます。すべての着信および発信トラフィックフローが監視されます。デ

フォルトでは上位 100フローが学習されますが、各学習サイクルにつき最大 2,500フローを学習
するようにマスターコントローラを設定できます。

学習したプレフィックスをタイプ（BGP、または非 BGP（スタティック））に基づいて集約する
ように、マスターコントローラを設定できます。プレフィックスは、プレフィックス長に基づい

て集約できます。デフォルトでは、/24プレフィックス長を使用してトラフィックフローが集約
されます。プレフィックスの集約は、単一のホストルート（/32）から主要なネットワークアド
レス範囲にいたるまで、ネットワークの任意のサブセットまたはスーパーセットを含めるように

設定できます。集約された各プレフィックスに対し、最大 5個のホストアドレスを選択してアク
ティブプローブターゲットとして使用できます。プレフィックスの集約は、PfR Top Talker/Top
Delay学習コンフィギュレーションモードで aggregation-type（PfR）コマンドを使用して設定し
ます。

PfR を使用したアプリケーショントラフィッククラスの学習
PfRはレイヤ3プレフィックスを学習でき、プロトコルまたはポート番号などのレイヤ4オプショ
ンはフィルタとしてプレフィックスベースのトラフィッククラスに追加できます。プロトコルと

ポート番号を使用して、特定のアプリケーショントラフィッククラスを識別できます。プロトコ

ルおよびポート番号パラメータは、プレフィックスのコンテキストの中だけで監視され、マスター
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コントローラデータベース（MTCリスト）には送信されません。そのあと、特定のトラフィッ
クを伝送するプレフィックスが、マスターコントローラによって監視されます。 PfRアプリケー
ショントラフィッククラスの学習は、プロトコルとポート番号のほか、DiffServコードポイント
（DSCP）値もサポートしており、これらのレイヤ 4オプションはMTCリストに入力されます。

PfR による DSCP 値、ポート、およびプロトコルの学習

PfRでは、DSCP値、ポート番号、またはプロトコルごとにアプリケーショントラフィックをフィ
ルタリングして集約できます。トラフィッククラスは、プロトコル、ポート番号、および DSCP
値で構成されるキーの組み合わせによって定義されます。不要なトラフィックをフィルタリング

する機能と、必要なトラフィックを集約する機能が追加されました。プロトコル、ポート番号、

DSCP値などの情報は、プレフィックス情報と共にマスターコントローラデータベースに送信さ
れるようになりました。この新しい機能により、PfRによるアプリケーショントラフィックのア
クティブモニタリングおよびパッシブモニタリングの両方が可能になりました。新しい CLIと
アクセスリストを使用して、アプリケーショントラフィッククラスを自動的に学習するように

PfRを設定できます。

学習リストコンフィギュレーションモード

PfRは、トラフィッククラスの学習を簡略化するために、学習リストコンフィギュレーション
モードをサポートしています。学習リストは、学習したトラフィッククラスを分類する手段で

す。各学習リストでは、プレフィックス、アプリケーションの定義、フィルタ、および集約パラ

メータなど、トラフィッククラスを学習するためのさまざまな基準を設定できます。トラフィッ

ククラスは、PfRによって各学習リスト基準に基づいて自動的に学習されます。各学習リストに
は、シーケンス番号が設定されます。シーケンス番号によって、適用される学習リスト基準の順

番が決定します。学習リストごとに異なる PfRポリシーを適用できます。以前のリリースではト
ラフィッククラスを分類することはできず、1つの PfRポリシーが、学習されたすべてのトラ
フィッククラスに適用されていました。

学習リストコンフィギュレーションモードでは、traffic-classコマンドを使用してトラフィック
クラスの学習が簡略化されます。自動的に学習される 4種類のトラフィッククラスのプロファイ
リングを行うことができます。

•送信先プレフィックスに基づいたトラフィッククラス

•アクセスリストを使用してカスタムアプリケーションの定義を示すトラフィッククラス

•送信先プレフィックスを定義するオプションのプレフィックスリスト付きのスタティック
アプリケーションマッピング名に基づいたトラフィッククラス

•送信先プレフィックスを定義するオプションのプレフィックスリスト付きの NBARアプリ
ケーションマッピング名に基づいたトラフィッククラス

学習リストごとに指定できる traffic-classコマンドのタイプは 1つだけです。throughput（PfR）
コマンドと delay（PfR）コマンドも、学習リスト内で同時に使用することはできません。
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PfR を使用したスタティックアプリケーションマッピング

スタティックアプリケーションマッピング機能に、キーワードを使用してアプリケーションを定

義できる機能が追加され、アプリケーションベースのトラフィッククラスの設定が簡略化されま

した。 PfRでは、よく知られているアプリケーションと固定ポートを使用します。複数のアプリ
ケーションを同時に設定することもできます。スタティックアプリケーションマッピングの詳

細については、パフォーマンスルーティングを使用したスタティックアプリケーションマッピ

ング機能を参照してください。

NBAR を使用した PfR アプリケーションマッピング

PfRでは、NBARを使用してアプリケーションベーストラフィッククラスをプロファイリングす
る機能がサポートされます。ネットワークベースアプリケーション認識（NBAR）は、Webベー
スやその他の動的なTCP/UDPポート割り当てを使用する分類困難なアプリケーションおよびプロ
トコルを含む、多様なプロトコルおよびアプリケーションを認識して分類する分類エンジンです。

PfRでは NBARを利用して、プロトコルまたはアプリケーションを認識し、分類します。分類さ
れたトラフィッククラスは、PfRアプリケーションデータベースに追加され、パッシブモニタリ
ングおよびアクティブモニタリングの対象となります。NBARを使用した PfRアプリケーション
マッピングの詳細については、NBAR/CCEアプリケーション認識を使用したパフォーマンスルー
ティング機能を参照してください。

トラフィッククラスの手動設定

モニタリングや後続の最適化用にトラフィッククラスを作成するよう、PfRを手動で設定するこ
とができます。自動学習では通常、デフォルトのプレフィックス長 /24が使用されますが、手動
設定では正確なプレフィックスを定義することができます。手動のトラフィッククラス設定プロ

セスには、2つのコンポーネントがあります。1つはプレフィックスベースのトラフィッククラ
スの手動設定、もう 1つはアプリケーションベースのトラフィッククラスの手動設定です。これ
らのコンポーネントについては次の項で説明します。

PfR を使用したプレフィックストラフィッククラスの設定
PfRモニタリングの対象となるプレフィックスまたはプレフィックス範囲を選択するには、IPプ
レフィックスリストを設定します。そのあと PfRマップでmatch句を設定し、IPプレフィックス
リストをMTCリストにインポートします。 PfRマップは IPルートマップと似ています。 IPプ
レフィックスリストは ip prefix-listコマンドを使用して設定し、PfRマップはグローバルコンフィ
ギュレーションモードで pfr-mapコマンドを使用して設定します。

PfRでは、プレフィックスリスト構文は通常のルーティングとは若干異なる方法で動作します。
geキーワードは使用されません。leキーワードは、包含プレフィックスだけを指定するためにPfR
によって使用されます。プレフィックスリストを使用して、正確なプレフィックスを指定するこ

ともできます。

マスターコントローラは、デフォルトルートを含む任意の長さの、完全に一致するプレフィック

スを監視し、制御できます。完全に一致するプレフィックスが指定される場合、PfRは、この完
全に一致するプレフィックスだけを監視します。
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マスターコントローラは、leキーワードと32に設定された le-value引数を使用して包含プレフィッ
クスを監視および制御できます。 PfRは、設定されたプレフィックスおよびより限定されたプレ
フィックス（たとえば、10.0.0.0/8 le 32プレフィックスを設定すると、10.1.0.0/16プレフィックス
および 10.1.1.0/24プレフィックスを含みます）を同じ出口で監視し、この情報をルーティング情
報ベース（RIB）に記録します。

PfRの一般的な導入では、包含プレフィックスオプションは慎重に使用してください。なぜな
ら、監視および記録するプレフィックスの量が増える可能性があるからです。

（注）

deny文が含まれた IPプレフィックスリストを使用すると、学習済みトラフィッククラスのプレ
フィックスまたはプレフィックス長を除外するようにマスターコントローラを設定できます。最

良のパフォーマンスを得るには、最も低い PfRマップシーケンス内で denyプレフィックスリス
トシーケンスを割り当てる必要があります。マスターコントローラの設定では、アクセスリス

トを使用して不要なトラフィックをフィルタリングするよう境界ルータに指示することもできま

す。

deny文が含まれた IPプレフィックスリストは、学習済みのトラフィッククラスだけに適用で
きます。

（注）

次の 2 種類のプレフィックスを使用して、IP プレフィックスリストを使用した PfR モニタリング
を手動で設定できます。

•外部プレフィックス：外部プレフィックスは、社外で割り当てられたパブリックIPプレフィッ
クスとして定義されています。外部プレフィックスは他のネットワークから受信します。

•内部プレフィックス：内部プレフィックスは、社内で割り当てられたパブリックIPプレフィッ
クスとして定義されています。内部プレフィックスは、企業ネットワーク内部で設定された

プレフィックスです。

BGPインバウンド最適化機能に、内部プレフィックスを手動で設定する機能が追加されました。
BGPを使用すると、内部プレフィックスを選択するように PfRを設定して、自律システム外のプ
レフィックスから自律システム内のプレフィックス宛てに送信されるトラフィックに対する最良

の入口選択をサポートできます。以前のリリースでは、外部プレフィックスだけがサポートされ

ていました。

PfRでサポートされる内部プレフィックスの詳細については、「パフォーマンスルーティングを
使用した BGPインバウンド最適化」モジュールを参照してください。

PfR を使用したアプリケーショントラフィッククラスの設定
PfRは、PfRプロファイルフェーズにおけるレイヤ 3プレフィックスの手動設定をサポートして
います。ポリシーベースルーティング（PBR）用にアプリケーションアウェアルーティングも
サポートされます。アプリケーションアウェアルーティングでは、名前付き拡張 IPアクセスコ
ントロールリスト（ACL）を使用してレイヤ 3宛先アドレスを指定するほか、IPパケットヘッ
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ダーの値に基づいて特定のアプリケーションのトラフィックを選択できます。サポートされるの

は名前付き拡張 ACLだけです。拡張 ACLは permit文を使用して設定されたあと、PfRマップで
参照されます。プロトコルとポート番号を使用して、特定のアプリケーショントラフィックク

ラスを識別できます。ただし、プロトコルおよびポート番号パラメータは、プレフィックスのコ

ンテキストの中だけで監視され、MTCリストには送信されません。特定のアプリケーショント
ラフィックを伝送するプレフィックスだけが、マスターコントローラによってプロファイルされ

ます。アプリケーションアウェアルーティングがサポートされたことにより、アプリケーショ

ントラフィックのアクティブモニタリングがサポートされました。アプリケーショントラフィッ

クのパッシブモニタリングもサポートされています。アプリケーショントラフィッククラスは、

DSCP値、プロトコル、およびポート番号を使用して定義できます。MTCリストには、プレフィッ
クスのほか、DSCP値、ポート番号、プロトコルも保存されます。

学習リストコンフィギュレーションモードでは、PfRマップコンフィギュレーションモードの
match traffic-classコマンドを使用して、トラフィッククラスの設定を簡略化します。手動で設定
する 4種類のトラフィッククラスのプロファイリングを行うことができます。

•送信先プレフィックスに基づいたトラフィッククラス

•アクセスリストを使用してカスタムアプリケーションの定義を示すトラフィッククラス

•スタティックアプリケーションマッピング名と送信先プレフィックスを定義するためのプ
レフィックスリストに基づくトラフィッククラス

• NBARアプリケーションマッピング名と送信先プレフィックスを定義するためのプレフィッ
クスリストに基づくトラフィッククラス

PfRマップごとに指定できる match traffic-classコマンドのタイプは 1つだけです。

一連の既知のアプリケーションにはスタティックポートが定義されており、キーワードを入力す

るとそれぞれのアプリケーションを定義できます。スタティックアプリケーションマッピング

の詳細については、パフォーマンスルーティングを使用したスタティックアプリケーションマッ

ピング機能を参照してください。

PfRでは、NBARを使用してアプリケーションベーストラフィッククラスをプロファイリングす
る機能がサポートされます。NBARは、多様なプロトコルとアプリケーションを認識および分類
する分類エンジンです。たとえば、ダイナミック TCP/UDPポート割り当てを使用するWebベー
スや他の分類が困難なアプリケーションとプロトコルなどです。 PfRでは NBARを利用して、プ
ロトコルまたはアプリケーションを認識し、分類します。分類されたトラフィッククラスは、PfR
アプリケーションデータベースに追加され、パッシブモニタリングおよびアクティブモニタリ

ングの対象となります。NBARを使用した PfRアプリケーションマッピングの詳細については、
NBAR/CCEアプリケーション認識を使用したパフォーマンスルーティング機能を参照してくださ
い。

パフォーマンスルーティングコンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（Cisco ASR
1000）

8

パフォーマンスルーティングの理解

プロファイルフェーズの概念



測定フェーズの概念

トラフィッククラスパフォーマンス測定の概要

PfR測定フェーズは、トラフィッククラスエントリがMonitored Traffic Class（MTC）リストに入
力される PfRプロファイルフェーズに続く、PfRパフォーマンスループにおける 2番目のステッ
プです。MTCリストにトラフィッククラスエントリが入力されると、PfRはこれらのトラフィッ
ククラスエントリのパフォーマンスメトリックを測定する必要があります。ここでいうモニタ

リングは、一定の時間間隔で定期的に行われ、測定値としきい値が比較される測定処理として定

義されています。 PfRは、アクティブおよびパッシブモニタリング手法を使用してトラフィック
クラスのパフォーマンスを測定しますが、デフォルトではリンクの使用率も測定します。学習済

みおよび設定済みのトラフィッククラスを監視するように、マスターコントローラを設定するこ

とができます。境界ルータはパッシブおよびアクティブモニタリング統計情報を収集し、この情

報をマスターコントローラに送信します。MTCリスト内の各トラフィッククラスエントリにパ
フォーマンスメトリック測定値が関連付けられると、PfR測定フェーズは終了します。

PfR測定フェーズの全体構造とコンポーネントは次の図で確認できます。

図 2：PfR パフォーマンス測定プロセス
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PfRは、トラフィッククラスとリンクの両方のパフォーマンスを測定しますが、トラフィックク
ラスまたはリンクをモニタリングする前に、その状態を確認します。 PfRは、トラフィッククラ
スの状態遷移図に従って動作するポリシーデシジョンポイント（PDP）を使用します。

トラフィッククラスまたはリンクの状態を判定したら、PfRは次に示すパフォーマンス測定プロ
セスのいずれかを開始できます。

トラフィッククラスパフォーマンス測定手法

PfRは、次の 3つのトラフィッククラスパフォーマンス測定手法を使用します。

•パッシブモニタリング：トラフィックがNetFlow機能を使用してデバイスを通過する間に、
トラフィッククラスエントリのパフォーマンスメトリックを測定します。

•アクティブモニタリング：トラフィッククラスをできる限り忠実に再現して合成トラフィッ
クのストリームを作成し、その合成トラフィックのパフォーマンスメトリックを測定しま

す。合成トラフィックのパフォーマンスメトリック測定結果は、MTCリスト内のトラフィッ
ククラスに適用されます。アクティブモニタリングでは、統合された IPサービスレベル契
約（SLA）機能が使用されます。

•アクティブモニタリングとパッシブモニタリングの両方：ネットワーク内のトラフィック
フローをより正確に把握するために、アクティブモニタリングとパッシブモニタリングを

組み合わせます。

高速フェールオーバーモニタリングモードは、アクティブおよびパッシブモニタリングモード

のもうひとつの組み合わせです。高速フェールオーバーモニタリングモードでは、アクティブ

モニタリングとパッシブモニタリングを使用して、すべての出口が継続的にプローブされます。

高速フェールオーバーモニタリングモードがイネーブルの場合、プローブの頻度を他のモニタリ

ングモードよりも低く設定すると、より迅速なフェールオーバー機能を実現できます。

明示的な NetFlowまたは IP SLA設定は必要なく、NetFlowおよび IP SLAのサポートは自動的に
イネーブルになります。 1つのトラフィッククラスに対し、アクティブおよびパッシブの両方の
モニタリング手法を使用できます。

マスターコントローラが定義され、PfR機能がイネーブルになると、マスターコントローラはデ
フォルトによりアクティブモニタリングとパッシブモニタリングの両方を使用します。すべて

のトラフィッククラスは、統合NetFlow機能を使用してパッシブに監視されます。ポリシー違反
のトラフィッククラスは、IP SLA機能を使用してアクティブに監視されます。マスターコント
ローラは、パッシブモニタリングだけ、アクティブモニタリングだけ、パッシブおよびアクティ

ブモニタリング、または、高速フェールオーバーモニタリングを使用するように設定できます。

各種モードの主な違いは次の表で確認できます。

表 1：モード比較表

高速フェールオー

バーモード

複合モードパッシブモードアクティブモード比較パラメータ

YesYesNoYesアクティブ/IPSLA
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高速フェールオー

バーモード

複合モードパッシブモードアクティブモード比較パラメータ

YesYesYesNoパッシブ/NetFlow

常時オンデマンドオンデマンドオンデマンド代替パスのモニタ

リング

3秒1.1分以内1分以内10秒最良のフェール

オーバー時間

YesYesYesYesラウンドトリップ

遅延のサポート

TCPトラフィック
およびジッタープ

ローブ限定

TCPトラフィック
限定

TCPトラフィック
限定

ジッタープローブ

限定

損失に対するサ

ポート

YesTCPトラフィック
限定

TCPトラフィック
限定

Yes到達可能性のサ

ポート

YesNoNoYesジッターのサポー

ト

YesNoNoYesMOSのサポート

パッシブモニタリング

Cisco IOS PfRは、Cisco IOSソフトウェアの統合テクノロジーである NetFlowを使用して、トラ
フィッククラスごとにパッシブモニタリング統計情報を収集、集約します。PfR管理ネットワー
クが作成されると、デフォルトによりパッシブモニタリングとアクティブモニタリングが共にイ

ネーブルになります。パッシブモニタリングは、mode monitor passiveコマンドを使用して明示
的にイネーブルにすることもできます。 Netflowはフローベースのモニタリングおよびアカウン
ティングシステムで、パッシブモニタリングがイネーブルになると、デフォルトにより境界ルー

タの Netflowサポートがイネーブルになります。

パッシブモニタリングは既存のトラフィックだけを使用し、追加のトラフィックは生成されませ

ん。境界ルータは、パッシブモニタリング統計情報を収集し、1分間に約 1回の頻度でマスター
コントローラに情報をレポートします。トラフィックが境界ルータの外部インターフェイスを通

過しない場合、データはマスターコントローラにレポートされません。しきい値の比較はマス

ターコントローラで実行されます。パッシブモニタリングでは、プレフィックス、ポート、プ

ロトコル、および DSCP値で定義されたトラフィッククラスがサポートされます。

PfRはパッシブモニタリングを使用して、すべてのトラフィッククラスについて次のメトリック
を測定します。
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•遅延：PfRは所定のプレフィックスについて、TCPフローの平均遅延を測定します。遅延と
は、TCP同期メッセージが送信されてから TCP受信確認が受信されるまでの、ラウンドト
リップ応答時間（RTT）の測定値です。

•パケット損失：PfRは各TCPフローのTCPシーケンス番号をトラッキングすることによって
パケット損失を測定します。PfRは、最も大きいTCPシーケンス番号をトラッキングするこ
とで、パケット損失を推定します。後続のパケットが前よりも小さいシーケンス番号で受信

されると、PfRはパケット損失のカウンタを増やします。パケット損失は、100万パケット
あたりの損失パケット数で測定されます。

•到達可能性：PfRは、TCP受信確認を受信しないまま繰り返し送信された TCP同期メッセー
ジをトラッキングして、到達可能性を測定します。

•スループット：PfRは、所定の時間間隔における各トラフィッククラスの総バイト数と総パ
ケット数を測定することで、スループットを測定します。

すべてのトラフィッククラスが監視されますが、遅延、損失、および到達可能性に関する情

報は TCPトラフィックフローに限定して取得されます。スループット統計情報は、すべての
非 TCPトラフィックフローについて取得されます。

（注）

プレフィックスに加えて DSCP値、ポート番号、プロトコルも境界ルータからマスターコント
ローラに送信されます。収集されたパッシブモニタリング統計情報は、プレフィックス履歴バッ

ファに保存されます。このバッファは、トラフィックフローが継続的かどうかに応じて、少なく

とも 60分間の情報を格納できます。PfRはこの情報を使用して、プレフィックスがデフォルトま
たはユーザ定義のポリシーに準拠しているかどうかを判断します。トラフィッククラスのトラ

フィックは、ネットワーク内の 1台の伝送デバイスを通過するので、代替パスの分析は行われま
せん。トラフィッククラスがポリシー違反（OOP）になり、パッシブモニタリングモードだけ
がイネーブルの場合、そのトラフィッククラスは別のポイントに移動され、良好または最良の出

口が見つかるまで測定が繰り返されます。トラフィッククラスが OOPになり、パッシブおよび
アクティブの両方のモニタリングモードがイネーブルの場合、すべての出口でアクティブプロー

ブが実行され、最良または良好な出口が選択されます。

アクティブモニタリング

PfRパッシブモニタリング手法によってネットワークデバイスで過度のオーバーヘッドが発生す
る場合、または PfRパッシブモニタリングモードを使用してトラフィッククラスのパフォーマ
ンスメトリックを測定できない場合は、PfRアクティブモニタリング手法が実行されます。アク
ティブモニタリングでは、トラフィッククラスをできる限り忠実に再現する合成トラフィックの

ストリームが作成されます。合成トラフィックのパフォーマンスメトリックが測定され、その結

果がMTCリストのトラフィッククラスエントリに適用されます。アクティブモニタリングで
は、プレフィックス、ポート、プロトコル、および DSCP値で定義されたトラフィッククラスが
サポートされます。

PfRはアクティブモニタリングを使用して、すべてのトラフィッククラスについて次のメトリッ
クを測定します。
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•遅延：PfRは所定のプレフィックスについて、TCP、UDP、および ICMPフローの平均遅延
を測定します。遅延とは、TCP同期メッセージが送信されてから TCP受信確認が受信され
るまでの、ラウンドトリップ応答時間（RTT）の測定値です。

•到達可能性：PfRは、TCP受信確認を受信しないまま繰り返し送信された TCP同期メッセー
ジをトラッキングして、到達可能性を測定します。

•ジッター：ジッターはパケット間の遅延がばらつくことを指します。 PfRは、複数のパケッ
トをターゲットアドレスと所定のターゲットポート番号に送信し、宛先に到着したパケッ

ト間の遅延を測定することで、ジッターを測定します。

• MOS：平均オピニオン評点（MOS）は、標準ベースの音声品質測定手法です。 ITUなどの
標準化団体によって、P.800（MOS）および P.861（Perceptual Speech Quality Measurement
（PSQM））という 2つの重要な勧告が作成されています。 P.800は、音声品質の平均オピ
ニオン評点を算出する方法の定義に関するものです。MOSスコアの範囲は、最低の音声品
質を表す 1から最高を表す 5までです。MOS 4は、「トール品質」音声と見なされます。

Ciscoネットワークデバイスでの合成トラフィックの作成は、Cisco IOS IP SLAプローブを使用す
るとアクティブになります。 PfRは IP SLA機能と統合され、IP SLAプローブを使用してトラ
フィッククラスをアクティブに監視します。アクティブモニタリングがイネーブルの場合、マ

スターコントローラは境界ルータに対し、一連のターゲット IPアドレスにアクティブプローブ
を送信するよう指示します。境界ルータは、1つのトラフィッククラスにつき最大 5個のター
ゲットホストアドレスにプローブパケットを送信し、分析のためプローブ結果をマスターコン

トローラに送信します。

アクティブプローブモニタリングの期間は、最新の 5個のプローブ結果で構成される短期、およ
び最新の 60個のプローブ結果で構成される長期と定義されます。

PfR で使用される IP SLA アクティブプローブタイプ

IP SLAは Cisco IOSソフトウェアの組み込み機能で、これを使用すると IPアプリケーションおよ
びサービスの IPサービスレベルの分析、生産性の改善、運用コストの削減、ネットワークの輻輳
や停止の低減などが可能になります。 IP SLAは、アクティブトラフィックモニタリングを使用
します。これにより、継続的で信頼性のある予測可能な方法でトラフィックが生成され、ネット

ワークパフォーマンスを測定できます。 Ciscoルータで使用できる IP SLA Responderを宛先デバ
イス上でイネーブルにすると、測定データの精度が向上します。 IP SLAの詳細については、『IP
SLAs Configuration Guide』を参照してください。

設定可能なアクティブプローブのタイプは次のとおりです。

• ICMPエコー：ターゲットアドレスに pingが送信されます。アクティブプローブが自動的
に生成されると、PfRはデフォルトにより ICMPエコープローブを使用します。 ICMPエコー
プローブの設定には、ターゲットデバイスからの大きな協力を必要としません。しかし、

プローブを繰り返し行うと、ターゲットネットワーク内で侵入検知システム（IDS）アラー
ムが発生することがあります。自身の管理制御下にないターゲットネットワークで IDSが
設定されている場合には、ターゲットネットワークの管理者に通知することを推奨します。

•ジッター：ジッタープローブがターゲットアドレスに送信されます。ターゲットポート番
号を指定する必要があります。設定されるポート番号に関係なく、ターゲットデバイスの
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リモートレスポンダはイネーブルにする必要があります。ジッタープローブ使用時のアク

ティブモニタリング用に、損失ポリシーがサポートされています。

• TCP接続：TCP接続プローブがターゲットアドレスに送信されます。ターゲットポート番
号を指定する必要があります。 TCPメッセージの設定で、既知の番号である TCPポート番
号 23以外のポート番号を使用するように指定されている場合は、リモートレスポンダをイ
ネーブルにする必要があります。

• UDPエコー：UDPエコープローブがターゲットアドレスに送信されます。ターゲットポー
ト番号を指定する必要があります。設定されるポート番号に関係なく、ターゲットデバイ

スのリモートレスポンダはイネーブルにする必要があります。

監視対象トラフィッククラスの DSCPフィールドが 0以外の値に設定されている場合、PfRはデ
フォルトにより、DSCP値を持つプローブパケットをマークします。

トラフィッククラスに対するアクティブプローブの作成

トラフィッククラスに対してアクティブプローブを作成するには、プローブタイプを特定し、

そのトラフィッククラスにプローブターゲットを割り当てる必要があります。PfRは、次のいず
れかの手法を使用してプローブタイプを特定します。

•学習済みプローブ：NetFlowトップトーカーの学習メカニズムを使用してトラフィッククラ
スが学習されると、アクティブプローブが自動的に生成されます。各トラフィッククラス

に対して 5つのターゲットが学習され、デフォルトによりアクティブプローブが ICMPエ
コープローブとして設定されます。

•設定済みプローブ：プローブタイプ、ターゲットアドレス、およびポートを必要に応じて
指定することで、マスターコントローラでアクティブプローブを設定することもできます。

設定済みトラフィッククラスは、任意の IP SLAアクティブプローブを使用するように設定
できます。

PfRは次のいずれかの手法を使用して、トラフィッククラスにプローブターゲットを割り当てま
す。

•最長一致：デフォルトでは、PfRはMTCリスト内で最長の照合プレフィックスを持つトラ
フィッククラスにプローブターゲットを割り当てます。これをデフォルトプローブ割り当

てと呼びます。

•強制割り当て：PfRマップを使用して IP SLAプローブを設定できます。プローブの結果は、
PfRマップに関連付けられた特定のトラフィッククラスに割り当てられます。このようなア
クティブプローブ結果の割り当てを、強制ターゲットプローブ割り当てと呼びます。

アクティブプローブは境界ルータから発信され、外部インターフェイスを経由して伝送されます

（外部インターフェイスは、最適化されたプレフィックスの優先ルートである場合とそうでない

場合があります）。指定されたターゲットに対して外部インターフェイス経由のアクティブプ

ローブを作成する場合は、その外部インターフェイスを介してターゲットに到達できる必要があ

ります。指定されたターゲットの到達可能性をテストするために、PfRはBGPおよびスタティッ
クルーティングテーブルで、所定のターゲットと外部インターフェイスのルートルックアップ

を実行します。 Protocol Independent Route Optimization（PIRO）は、PfRで任意の IPルーティング
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情報ベース（RIB）の親ルート（完全一致ルート、またはそれより一致度が低いルート）を検索で
きる機能を導入しました。まず BGPルーティングテーブルが検索され、次にスタティックテー
ブル、最後に RIBが検索されます。

アクティブモニタリングモードでは、すべての境界ルータでプローブがアクティブになり、特定

のトラフィッククラスにとって最良のパフォーマンスパスが検索されます。トラフィッククラ

スが OOPにならない限り、そのトラフィッククラスのアクティブプローブが再度アクティブ化
されることはありません。

デフォルトでは、PfRが使用するアクティブプローブの頻度は 60秒に設定されています。 2つの
プローブ間の時間間隔を短く設定することで、ポリシーごとにアクティブプローブの頻度を増や

すことができます。プローブの頻度を増やすと応答時間が短縮され、音声トラフィックの場合

は、MOS低カウント率の近似値をより正確に求めることができます。

PfR アクティブプローブソースアドレス

PfRは、アクティブプローブのソースアドレスを設定する機能をサポートしています。デフォル
トでは、アクティブプローブはプローブを送信するPfR外部インターフェイスのソース IPアドレ
スを使用します。アクティブプローブソースアドレス機能は、境界ルータで設定されます。こ

のコマンドが設定されると、指定されたインターフェイスのプライマリ IPアドレスがアクティブ
プローブソースとして使用されます。アクティブプローブのソースインターフェイス IPアドレ
スは、プローブ応答が指定したソースインターフェイスに必ず戻されるようにするために、一意

である必要があります。インターフェイスに IPアドレスが設定されていない場合、アクティブ
プローブは生成されません。インターフェイスがアクティブプローブのソースとして設定された

後で IPアドレスが変更されると、アクティブプローブは停止し、新しい IPアドレスで再開しま
す。インターフェイスがアクティブプローブのソースとして設定された後で IPアドレスが削除
されると、アクティブプローブは停止します。有効なプライマリ IPアドレスが設定されるまで再
開しません。

アクティブプローブを使用した PfR 音声トラフィック最適化

PfRでは、遅延、到達可能性、ジッター、平均オピニオン評点（MOS）などの音質メトリックを
基準とする、アクティブプローブを使用した音声トラフィックのアウトバウンド最適化がサポー

トされます。

音声トラフィック最適化の詳細については、「アクティブプローブを使用したPfR音声トラフィッ
ク最適化」モジュールを参照してください。

結合モニタリング

ネットワーク内のトラフィックフローをより正確に把握するために、アクティブおよびパッシブ

の両方のモニタリングを組み合わせるように Cisco IOS PfRを設定することもできます。両方の
PfRモニタリングモードを結合する場合、いくつかのシナリオが考えられます。

一例を挙げると、トラフィッククラスを学習するにはそれらのトラフィッククラスをパッシブに

監視しますが、トラフィッククラスを制御するには代替パスのパフォーマンスメトリックも測定

する必要があります。ネットワーク内で実際に代替パスを通過するトラフィックがない場合は、

アクティブプローブを使用して代替パスパフォーマンスメトリックを測定できます。 PfRは、5

パフォーマンスルーティングコンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Release 3S（Cisco ASR 1000）

15

パフォーマンスルーティングの理解

測定フェーズの概念

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/pfr/configuration/15-2mt/pfr-voice-traffic.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/pfr/configuration/15-2mt/pfr-voice-traffic.html


つのターゲットでトラフィッククラスを学習し、アクティブプローブを使用してすべての代替パ

スをプローブすることにより、このプロセスを自動化します。

高速フェールオーバーモニタリング

高速モニタリングでは、すべての出口を継続的に監視する（probe-all）ようにアクティブプロー
ブが設定され、パッシブモニタリングもイネーブルになります。高速フェールオーバーモニタ

リングは、すべてのタイプのアクティブプローブ（ICMPエコー、ジッター、TCP接続、および
UDPエコー）で使用できます。modemonitor fastコマンドがイネーブルの場合、プローブの頻度
を他のモニタリングモードよりも低く設定すると、より迅速なフェールオーバー機能を実現でき

ます。プローブ頻度を低く設定した高速モニタリング中にポリシー違反状態が発生すると、3秒
以内にルートが変更されます。高速モニタリング中に出口が OOPになると、選択された最良の
出口が動作可能になり、OOP出口からのルートは最良のポリシー準拠出口に移動されます。高速
モニタリングは、継続的なプローブによって多くのオーバーヘッドが発生する、非常にアグレッ

シブなモードです。高速モニタリングは、パフォーマンスに影響されやすいトラフィックだけに

使用することを推奨します。たとえば音声コールは、パフォーマンスの問題や輻輳が発生したリ

ンクに大きく影響されます。しかし、高速モニタリングモードを使用すると、数秒でコールを検

出して再ルーティングすることができます。

高速モニタリングモードでは、学習済みプレフィックスと同様に、プローブターゲットが学

習されます。ネットワーク内で多数のプローブをトリガーしないようにするには、トラフィッ

クがパフォーマンスに影響されやすいリアルタイムアプリケーションと重要アプリケーショ

ンにのみ、高速モニタリングモードを使用します。

（注）

リンク使用率測定手法

リンク使用率のしきい値

境界ルータに外部インターフェイスが設定されると、PfRは自動的に外部リンクの使用率を監視
します（外部リンクは境界ルータ上のインターフェイスで、通常はWANにリンクしています）。
デフォルトでは、境界ルータは 20秒ごとにリンクの使用率をマスターコントローラにレポート
します。出力（送信済み）と入力（受信済み）の両方のトラフィック使用率の値がマスターコン

トローラにレポートされます。出口または入口リンクの使用率がデフォルトしきい値である75%
を超えている場合、その出口または入口リンクはOOP状態であり、PfRはトラフィッククラス用
の代替リンクを検出するためにモニタリングプロセスを開始します。リンク使用率のしきい値

は、毎秒あたりのキロバイト数（kbps）で表す絶対値またはパーセンテージとして手動で設定で
きます。

リンク使用率範囲

また、PfRでは、すべてのリンクに対する使用率の範囲を計算するよう設定することもできます。
出力（送信済み）と入力（受信済み）の両方のトラフィック使用率の値がマスターコントローラ

にレポートされます。次の図に、個別の ISP経由でインターネットに接続する出口リンクを持つ
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2つの境界ルータを示します。マスターコントローラは、一方の境界ルータ（次の図のBR1また
は BR2）のどのリンクをトラフィッククラスによって使用するのかを決定します。

図 3：PfR ネットワーク図

PfR範囲機能は、確実にトラフィックの負荷を分散するために、出口または入口リンクが相互に
相対的な使用率の範囲内に収まるよう動作します。範囲は割合で指定されます。この値はマス

ターコントローラ上で設定され、そのマスターコントローラで管理されている境界ルータ上のす

べての出口リンクまたは入口リンクに適用されます。たとえば、範囲が 25 %として指定され、
（上の図の）BR1の出口リンクの使用率が 70 %で、（上の図の）BR2の出口リンクの使用率が
40 %に下がった場合、2つの出口リンクの間の割合の範囲が 25 %を上回るので、PfRは、BR1の
出口リンクを使用する一部のトラフィッククラスを移動して、トラフィック負荷を均等にしよう

とします。（上の図の）BR1が入口リンクとして設定されている場合は、使用率の値が送信済み
トラフィックではなく受信済みトラフィックに関するものでない限り、出口リンクの場合と同じ

方法でリンク使用率範囲が計算されます。

リンクのグループ化を設定している場合、リンク使用率範囲は、リンクのグループ化に対して

設定された出口リンクの優先セットまたはフォールバックセットと両立できないので、no
max-range-utilizationコマンドを設定します。 CSCtr33991では、この要件は削除され、PfRは
PfRリンクグループ内でロードバランシングを実行できます。

（注）

ポリシー適用フェーズの概念

ポリシー適用フェーズの概要

PfRポリシー適用フェーズは、トラフィッククラスを識別するプロファイルフェーズと、MTC
リスト内の各トラフィッククラスエントリを監視してパフォーマンスメトリックを測定する測

定フェーズに続く、PfRパフォーマンスループにおける 3番目のステップです。ポリシー適用
フェーズでは、測定されたパフォーマンスメトリックを既知のまたは設定されたしきい値と比較

し、トラフィックが所定のサービスレベルを満たしているか、あるいは何らかの措置が必要かを

判断します。パフォーマンスメトリックがしきい値に適合していない場合、PfRはトラフィック
クラスを移動するか、他の状態に遷移するかを決定します。
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PfRポリシーは、目的が明示されたルールであり、次の項目が含まれます。

•範囲

•処理

•トリガーイベントまたは条件

たとえば、特定のトラフィッククラスエントリに送信されるパケットの遅延を 100ミリ秒以下で
維持するようにポリシーを設定することができます。この場合、範囲とは特定のトラフィックク

ラスエントリに送信されるネットワークトラフィックであり、処理はルーティングテーブルの

変更、トリガーイベントはこのトラフィックで測定された 100ミリ秒を超える遅延です。 PfRが
トラフィックを制御するよう PfR制御フェーズで設定されるまでは、処理が実行されない場合が
あります。プロファイル、測定、およびポリシー適用フェーズでは、PfRはデフォルトにより観
察モードで実行されます。

PfRポリシー適用フェーズでは、ポリシーの設定と適用が可能です。異なるタイプのPfRポリシー
を設定できます。次の図を参照してください。特定のPfRパラメータおよびオプションをポリシー
に含めることができます。このマニュアルでは、パラメータとは微調整ができる設定可能要素で

あり、オプションとはイネーブルまたはディセーブルにする設定可能要素を指します。 PfRポリ
シーを設定したら、そのポリシーを学習済みトラフィッククラスまたは設定済みトラフィックク

ラスに適用できます。 PfRポリシーは、すべてのトラフィッククラスを対象としてグローバルに
適用することも、一部のトラフィッククラスだけに適用することもできます。

図 4：PfR ポリシー適用フェーズの構造

上の図には、3種類の PfRポリシーといくつかの設定可能な動作オプションおよびパラメータが
示されています。各ポリシータイプ、パラメータ、またはオプションの詳細を確認するには、次

のリンクを使用してください。

PfRポリシーの設定後は、上の図に示すように、すべてのトラフィッククラスを対象とするグロー
バルベースで、または一部のトラフィッククラスを対象に、ポリシーを学習済みトラフィック

クラスまたは設定済みトラフィッククラスに適用できます。
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トラフィッククラスに複数のポリシーパラメータを設定する場合、複数のポリシーが重複する可

能性があります。実行するポリシーの競合を回避するために、PfRは解決機能を使用します。こ
れは、大半のポリシータイプにプライオリティを設定できる柔軟なメカニズムです。

PfR ポリシーデシジョンポイント
トラフィッククラスのパフォーマンスメトリックをデフォルトまたは設定されたしきい値と比較

する PfRポリシーを実行する際、トラフィッククラスの状態が変更される場合があります。 PfR
は、次の図に示すトラフィッククラスの状態遷移図に従って動作するポリシーデシジョンポイ

ント（PDP）を使用します。次の図の状態遷移図には次の状態が含まれています。

•デフォルト：PfRの制御下にないとき、トラフィッククラスはデフォルト状態です。中央の
ポリシーデータベースであるMTCに最初に追加されたとき、トラフィッククラスはデフォ
ルト状態にあります。トラフィッククラスは、パフォーマンス測定値、タイマー、および

ポリシーの設定に応じてデフォルト状態から遷移します。

•出口選択：これは、PDPがトラフィッククラスの現在の状態をポリシーの設定と比較し、そ
のトラフィッククラスに最適の出口を選択するための一時的な状態です。PfRは現在の出口
を通過するトラフィッククラスを維持しようとしますが、デフォルト状態の場合と同様に、

パフォーマンス測定値、タイマー、およびポリシーの設定によって、マスターコントローラ

は出口リンク選択プロセス中にトラフィッククラスをこの状態に移動させる可能性がありま

す。トラフィッククラスは、新しい出口に移動されるまでは出口選択状態にあります。

•ホールドダウン：マスターコントローラが、プローブを使用して監視するためにトラフィッ
ククラスを転送するよう境界ルータに要求すると、トラフィッククラスはホールドダウン

状態になります。このトラフィッククラスが使用している出口が到達不能と宣言されない

限り、選択されたトラフィッククラスに関する測定値はホールドダウンタイマーが終了す

るまで収集されます。出口が到達不能な場合、トラフィッククラスは出口選択状態に戻り

ます。

図 5：PfR トラフィッククラス状態遷移図
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•ポリシー準拠：パフォーマンス測定値がデフォルトまたはユーザ定義のポリシー設定と比較
され、出口が選択されると、トラフィッククラスはポリシー準拠状態になります。ポリシー

準拠状態のトラフィッククラスは、デフォルトまたはユーザ定義の設定に適合する出口から

転送されます。マスターコントローラは引き続きトラフィッククラスを監視しますが、周

期タイマーが終了するか、測定コレクタからポリシー違反メッセージが受信され、トラフィッ

ククラスが出口選択状態に戻るまで、処理は行われません。

観察モードの実行中、プレフィックスがポリシー準拠状態になるのは、そのプレフィックスに

選択された出口が現在の出口である場合だけです。

（注）

•ポリシー違反（OOP）：デフォルトまたはユーザ定義のポリシーに準拠したトラフィックク
ラスを転送する出口がない場合、トラフィッククラスはポリシー違反状態になります。ト

ラフィッククラスがこの状態にある間、バックオフタイマーがこの状態からの遷移を制御

します。トラフィッククラスがポリシー違反状態になるたびに、そのトラフィッククラス

のこの状態における経過時間が増加します。トラフィッククラスがポリシー準拠状態にな

ると、そのトラフィッククラスのタイマーがリセットされます。すべての出口リンクがポ

リシー違反の場合、マスターコントローラは使用可能な最良の出口を選択することもありま

す。

トラフィッククラスパフォーマンスポリシー

PfRトラフィッククラスパフォーマンスポリシーは、トラフィッククラスのパフォーマンス特
性を管理する一連のルールです。トラフィッククラスは、ネットワークアドレス（プレフィック

ス）の場合と、プロトコル、ポート番号、DSCP値などのアプリケーション基準の場合がありま
す。ネットワークアドレスは、ネットワーク内の各エンドポイント（10.1.1.1/32など）またはサ
ブネット全体（10.0.0.0/8など）を参照できます。 PfRポリシーで管理できる主なパフォーマンス
特性は次のとおりです。

これらのパフォーマンス特性は、到達可能性を除き、従来のルーティングプロトコルメトリック

の構造では管理できません。CiscoPfRは、指定されたパスで宛先に到達できるかどうかを自動的
に検証することで、到達可能性の（ルーティングテーブルに特定のルートを確保するという）概

念を拡大します。 Cisco PfRでは、ネットワーク管理者はトラフィックフローを管理するための
新しく強力なツールセットを使用できます。

到達可能性

到達可能性は、PfRがトラフィッククラスエントリから許可する到達不能ホストの相対割合
（%）、または 100万フローあたりの到達不能数（fpm）に基づく絶対最大数として指定されま
す。到達不能ホストの絶対数または相対割合がユーザ定義またはデフォルトの値を超える場合、

PfRそのはトラフィッククラスエントリをポリシー違反と見なし、代替出口リンクを探します。

到達可能性のパラメータを設定するには、unreachable（PfR）コマンドを使用します。このコマ
ンドには relativeと thresholdという 2つのキーワードがあります。到達不能ホストの相対割合を
設定するには relativeキーワードを使用します。到達不能ホストの相対割合は、短期測定値およ
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び長期測定値の比較に基づいています。短期測定値には、5分以内に到達できないホストの割合
が反映されます。長期測定値には、60分以内に到達できないホストの割合が反映されます。こ
の値の計算には次の式が使用されます。

到達不能ホストの相対割合 = ((短期割合 -長期割合) /長期割合) * 100

マスターコントローラは、割合で表されるこれら 2つの値の差異を測定します。この割合がユー
ザ定義またはデフォルトの値を超えると、トラフィッククラスエントリはポリシー違反と見なさ

れます。たとえば、長期測定で 10台、短期測定で 12台のホストが到達不能な場合、到達可能ホ
ストの相対割合は 20 %です。

thresholdキーワードは、到達不能ホストの絶対最大数の設定に使用します。この最大数は、fpm
に基づく到達不能な実際のホスト数に基づいています。

遅延

遅延（レイテンシともいう）は、パケットが送信元デバイスから送信されて宛先デバイスに到着

するまでの遅れとして定義されています。遅延は、一方向遅延またはラウンドトリップ遅延とし

て測定されます。レイテンシの最大の原因は、ネットワーク伝送遅延です。

PfRは、音声トラフィックに関する遅延パフォーマンス特性の定義をサポートしています。ラウ
ンドトリップ遅延は、通話能力に影響し、平均オピニオン評点（MOS）の計算に使用されます。
一方向遅延は、ネットワーク問題の診断に使用されます。200ミリ秒の遅延に気づいた発信者は、
パケット遅延のため、相手の応答中に話そうとすることがあります。 ITU-T G.114で規定されて
いる電話業界標準では、一方向遅延の最大値を 150ミリ秒以下にするよう推奨しています。一方
向遅延が 150ミリ秒を超えると、音声品質に影響が出ます。 300ミリ秒以上のラウンドトリップ
遅延が発生すると、話者同士が同時に発話してしまうことがあります。

パケット損失

パケット損失は、インターフェイスの障害、パケットのルーティング先の間違い、またはネット

ワークの輻輳によって発生する可能性があります。

音声トラフィックのパケット損失はサービスの低下を招き、発信者には音声が途切れて聞こえま

す。パケット損失の平均値が低くても、音声品質は短期間の連続するパケット損失の影響を受け

る場合があります。

ジッター

PfRは、ジッターパフォーマンス特性の定義をサポートしています。ジッターはパケット間の遅
延がばらつくことを指します。複数のパケットが発信元から宛先に連続的に送信された場合、た

とえば 10 ms間隔で送信された場合、ネットワークが理想的に動作していれば、宛先は 10 ms間
隔でパケットを受信します。しかし、ネットワーク内に遅延（キューイング、代替ルートを介し

た受信など）が存在する場合、パケット間の到着遅延は、10 msより大きい場合も、10 msより小
さい場合もあります。この例を使用すると、正のジッター値は、パケットが 10 msを超える間隔
で到着することを示します。パケットが 12 ms間隔で到着する場合、正のジッターは 2 msです。
パケットが 8 ms間隔で到着する場合、負のジッターは 2 msです。 VoIPのように遅延の影響を受
けやすいネットワークの場合、ジッター値は正と負のいずれであっても望ましくなく、理想的な

ジッター値は 0です。
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平均オピニオン評点（MOS）

PfRは、MOSパフォーマンス特性の定義をサポートしています。すべての要因が音声品質に影響
を与えるので、音声品質の測定方法については多くの人々が疑問を持っています。 ITUなどの標
準化団体によって、P.800（MOS）および P.861（Perceptual SpeechQualityMeasurement（PSQM））
という 2つの重要な勧告が作成されています。 P.800は、音声品質の平均オピニオン評点を算出
する方法の定義に関するものです。MOSスコアの範囲は、最低の音声品質を表す1から最高を表
す 5までです。MOS 4は、「トール品質」音声と見なされます。

ジッターとMOSパフォーマンス特性は、遅延やパケット損失だけでなく PfRポリシーでも設定
でき、IPネットワークでの電話品質の判断に利用できます。

PfR リンクポリシー
PfRリンクポリシーは、PfRが管理する外部リンクに適用される一連のルールです（外部リンク
は、ネットワークエッジにある境界ルータのインターフェイスです）。リンクポリシーでは、

目的とするリンクのパフォーマンス特性を定義します。トラフィッククラスパフォーマンスポ

リシーのように、リンクを使用する個々のトラフィッククラスエントリのパフォーマンスを定義

するのではなく、リンクポリシーではリンク全体のパフォーマンスを定義します。リンクポリ

シーは、出口（出力）リンクと入口（入力）リンクに適用できます。リンクポリシーで管理され

るパフォーマンス特性は次のとおりです。

•トラフィック負荷（使用率）

•範囲

•コスト

トラフィックの負荷

トラフィック負荷（使用率とも呼ばれます）ポリシーは、特定のリンクで伝送できるトラフィッ

ク量に関する上限しきい値で構成されます。Cisco IOSPfRは、トラフィッククラスごとの負荷分
散をサポートします。境界ルータに外部インターフェイスが設定されると、境界ルータはデフォ

ルトにより、20秒ごとにリンク使用率をマスターコントローラに報告します。出口リンクおよ
び入口リンクのトラフィック負荷しきい値は PfRポリシーとして設定できます。出口または入口
リンク使用率が、設定されたしきい値またはデフォルトしきい値である75%を超えている場合、
その出口または入口リンクはOOP状態であり、PfRはトラフィッククラス用の代替リンクを検出
するためにモニタリングプロセスを開始します。リンク使用率のしきい値は、キロビット毎秒

（kbps）で表す絶対値またはパーセンテージとして手動で設定できます。各インターフェイスの
負荷使用率ポリシーは、マスターコントローラで境界ルータを設定する際に設定します。
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負荷分散を設定する場合は、load-interval（PfR）インターフェイスコンフィギュレーション
コマンドを使用して、外部インターフェイスでのインターフェイス負荷計算の間隔を 30秒に
設定することを推奨します。デフォルトの計算間隔は300秒です。負荷計算は、インターフェ
イスコンフィギュレーションモードの境界ルータで設定します。この設定は必須ではありま

せんが、Cisco IOSPfRができる限り迅速に負荷分散に対応できるよう、これを設定しておくこ
とを推奨します。

ヒント

範囲

範囲ポリシーは、確実にトラフィックの負荷が分散されるよう、すべてのリンクを相互に相対的

な一定の使用率の範囲内で維持するために定義します。たとえば、ネットワークに複数の出口リ

ンクがあり、いずれかのリンクを優先する財務上の理由がない場合、最善の選択はすべてのリン

クに負荷を均一に分散することです。従来のルーティングプロトコルによる負荷共有では、必ず

しも均一に負荷が分散されるわけではありません。なぜなら、負荷共有はフローベースであり、

パフォーマンスまたはポリシーベースではないからです。 Cisco PfR範囲機能を使用すると、一
連のリンクにおけるトラフィック使用率が所定の割合の範囲内で相互に維持されるように PfRを
設定できます。リンク間の差異が大きくなりすぎると、PfRは使用可能なリンク間にトラフィッ
ククラスを分散し、リンクをポリシー準拠状態に戻そうとします。デフォルトでは、マスター

コントローラはPfRが管理するすべてのリンクに対して最大範囲使用率を 20%に設定しますが、
使用率の範囲は最大割合値を使用して設定できます。出口リンクおよび入口リンクの使用率範囲

は PfRポリシーとして設定できます。

リンクのグループ化を設定している場合、リンク使用率範囲は、リンクのグループ化に対して

設定された出口リンクの優先セットまたはフォールバックセットと両立できないので、no
max-range-utilizationコマンドを設定します。 CSCtr33991では、この要件は削除され、PfRは
PfRリンクグループ内でロードバランシングを実行できます。

（注）

コスト

コストベース最適化を使用すると、ネットワーク内の各出口リンクの金銭的コスト（ISPサービス
レベル契約（SLA））に基づいてポリシーを設定できます。 PfRコストベース最適化を実装する
には、帯域幅使用率の費用効果が最も高い出口リンクからトラフィックを送信し、なおかつ目的

とするパフォーマンス特性は維持するようにマスターコントローラを設定します。

コストベース最適化は、固定または階層的な課金方法を使用して課金されるリンクに適用でき、

コストベースのロードバランシングも実行できます。設定の詳細は、「パフォーマンスルーティ

ングコストポリシーの設定」モジュールを参照してください。

PfR リンクのグループ化
パフォーマンスルーティング -リンクグループ機能に、出口リンクのグループを PfR用の優先リ
ンクセットまたはフォールバックリンクセットとして定義し、PfRポリシーで指定されたトラ
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フィッククラスを最適化する際に使用できるようにする機能が導入されました。現在PfRは、ポ
リシーで指定されたプリファレンスと、指定リンク外のパスでのトラフィッククラスのパフォー

マンス（到達可能性、遅延、損失、ジッター、MOSなどのパラメータを使用）に基づいて、トラ
フィッククラスに最良のリンクを選択しています。最良リンクの選択では、帯域幅の使用率、コ

スト、リンクの範囲を考慮することもできます。リンクのグループ化に使用される手法では、1
つ以上のトラフィッククラスに対する優先リンクを PfRポリシーで指定し、プライマリリンク
グループと呼ばれる優先リンクのリストにある最良リンクを介してトラフィッククラスがルー

ティングされるようにします。プライマリグループに所定のポリシーとパフォーマンス要件を満

たすリンクがない場合は、フォールバックリンクグループを指定することもできます。プライ

マリグループリンクを使用できない場合、トラフィッククラスはフォールバックグループ内の

最良リンクを介してルーティングされます。最良のリンクを特定するために、PfRはプライマリ
グループとフォールバックグループの両方をプローブします。

リンクのグループ化を設定している場合、リンク使用率範囲は、リンクのグループ化に対して

設定された出口リンクの優先セットまたはフォールバックセットと両立できないので、no
max-range-utilizationコマンドを設定します。 CSCtr33991では、この要件は削除され、PfRは
PfRリンクグループ内でロードバランシングを実行できます。

（注）

PfRリンクのグループ化の詳細については、「パフォーマンスルーティングリンクグループ」モ
ジュールを参照してください。

PfR ネットワークセキュリティポリシー
PfRには、ネットワークの不正使用の防止またはネットワーク内外での攻撃軽減のためにネット
ワークセキュリティポリシーを設定する機能があります。ブラックホールルーティングまたは

シンクホールルーティング手法を使用するように PfRを設定すると、ネットワーク攻撃による影
響を軽減できます。ブラックホールルーティングとは、パケットをヌルインターフェイスに転

送する、つまりパケットを「ブラックホール」にドロップするプロセスです。シンクホールルー

ティングでは、パケットはネクストホップに転送され、そこで保存、分析、またはドロップされ

ます。シンクホールルーティングはハニーポットルーティングとも呼ばれます。

PfR ポリシーの動作オプションおよびパラメータ
特定のタイプの PfRポリシーに加え、PfRポリシーの動作パラメータまたはオプションも設定可
能です。動作パラメータとはタイマーであり、動作オプションはさまざまな動作モードで構成さ

れます。詳細については、次の項を参照してください。

PfR タイマーパラメータ

PfRポリシーの動作パラメータとして、次の 3種類のタイマーを設定できます。
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バックオフタイマー

バックオフタイマーは、マスターコントローラがポリシー違反のトラフィッククラスエントリ

を保留する移行期間を調整するために使用されます。マスターコントローラは、この移行期間だ

け待機してから、ポリシー準拠の出口を検索します。最小、最大、および任意のステップタイ

マー値を設定できます。

ホールドダウンタイマー

ホールドダウンタイマーは、トラフィッククラスエントリのルートダンプニングタイマーを設

定して、代替出口が選択可能になるまで新しい出口を使用する最小期間を設定します。マスター

コントローラは、急速な状態の変化によってトラフィッククラスエントリのフラッピングが発生

するのを防ぐために、トラフィッククラスエントリがポリシー違反状態になっても、ホールドダ

ウンタイマー期間中はそのエントリを他の出口に移動しません。トラフィッククラスエントリ

がホールドダウン状態の間、PfRはポリシーの変更を実施しません。トラフィッククラスエント
リは、デフォルトまたは設定された期間中、ホールドダウン状態で維持されます。ホールドダウ

ンタイマーの期限が切れると、PfRは、パフォーマンスおよびポリシー設定に基づいて最良の出
口を選択します。ただし、トラフィッククラスエントリの現在の出口が到達不能になった場合

は、ただちにルート変更がトリガーされます。

周期タイマー

周期タイマーは、トラフィッククラスエントリが現在の出口でポリシー準拠状態であっても、さ

らに良好なパスを検出するために使用されます。周期タイマーが終了すると、マスターコント

ローラはトラフィッククラスエントリの現在の出口を確認します。現在の測定値とプライオリ

ティに基づいてさらに良好な出口がある場合、トラフィッククラスエントリは新しいポリシー準

拠出口リンクに移動されます。

PfRタイマーの調整を行う際は、新しい設定値が残り時間よりも少ないと、既存の設定はただち
に新しいタイマー設定に置き換えられることに注意してください。値が残り時間よりも多い場

合、既存タイマーが期限切れになるか、リセットされると、新しい設定が適用されます。

極端なタイマー設定を行うと、出口リンクまたはトラフィッククラスエントリがポリシー違

反状態になることがあります。

（注）

PfR モードオプション

PfRポリシーの動作オプションとして、次の 3種類のモードオプションを設定できます。

モニタモード

モニタモードオプションでは、PfRモニタリングの設定をイネーブルにします。ここでいうモニ
タリングは、一定の時間間隔で定期的に行われ、測定値としきい値が比較される測定処理として

定義されています。 PfRは、アクティブおよびパッシブモニタリング手法を使用してトラフィッ
ククラスのパフォーマンスを測定しますが、デフォルトでは出口リンクの使用率も測定します。
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ルートモード

ルートモードオプションでは、3つの PfRルート制御ポリシー設定のうちいずれか 1つを指定し
ます。ルートモード制御は PfRの自動ルート制御をイネーブルにし、ルートモードメトリック
は PfRルートプロトコルに関する設定を指定し、ルート観察モードではルート制御についての助
言が行われますが、処理は何も実行されません。デフォルトでは、PfRがイネーブルになると、
観察モードのモニタリングもイネーブルになります。観察モードでは、マスターコントローラは

デフォルトおよびユーザ設定のポリシーに基づいてトラフィッククラスと出口リンクを監視し、

ネットワークの状態と必要な決定事項をレポートします。ただし、変更は何も実施されません。

観察モードは、PfRがネットワークに積極的に導入される前に、その機能の効果を検証するため
に使用されます。

PfR境界ルータで異なる種類のルーティングプロトコルが動作している場合（たとえば、ある境
界ルータでは BGP、別のルータでは EIGRP）、mode routeコマンドで protocolと pbrキーワード
を設定して、ダイナミックPBRを使用して宛先だけのトラフィッククラスを制御できるようにす
る必要があります。 no mode route protocol pbrコマンドを入力すると、まず、宛先だけのトラ
フィッククラスが制御されない設定になり、次に、BGP、EIGRP、スタティック、PBRの順に、
トラフィッククラスを制御する 1つのプロトコルを使用して、PfRがデフォルトの動作に戻りま
す。

出口選択モード

出口選択モードオプションでは、出口選択の設定をイネーブルにします。ポリシー準拠のトラ

フィッククラスエントリは、パフォーマンスメトリックの測定値がデフォルトまたは定義済み

のしきい値を超えず、トラフィッククラスエントリが現在のパス上にあると定義されます。こ

の場合、現在のネットワークパスでトラフィッククラスエントリのポリシー準拠状態が維持さ

れるので、PfRは代替出口リンクを検索しません。このタイプの設定は、mode select-exit goodコ
マンドを使用してアクティブ化されます。このコマンドは、mode（PfR）コマンドが指定されて
いない場合のデフォルトです。 PfRで最良パフォーマンスパスを選択するシナリオはほかにもあ
ります。このタイプの設定は、mode select-exit bestコマンドを使用してアクティブ化されます。
この場合、トラフィッククラスエントリが現在のパスでポリシー準拠状態である間に、PfRは代
替パスのパフォーマンスメトリックを測定します。さらに良好なパスが検出されると、PfRは現
在のパスを移動します。ただし、最初に最良のパスが選択された場合は、周期タイマーが設定さ

れていない限り、PfRは代替パスの検索を開始しません。周期タイマーが終了すると、マスター
コントローラはトラフィッククラスエントリの現在の出口を確認します。現在の測定値とプライ

オリティに基づいてさらに良好な出口がある場合、トラフィッククラスエントリは新しいポリ

シー準拠出口リンクに移動されます。 PfRでいつでも最良パフォーマンスパスが選択されるよう
にする必要がある場合は、周期タイマーと mode select-exit bestコマンドを使用します。

出口選択モードオプションにはもうひとつ使用方法があります。 mode select-exit goodコマンド
の動作中に、PfRによってトラフィッククラスエントリに対するポリシー準拠の出口が検出され
なかった場合、PfRはそのトラフィッククラスエントリを制御解除状態にします。modeselect-exit
bestコマンドの動作中に、PfRによってトラフィッククラスエントリに対するポリシー準拠の出
口が検出されなかった場合、PfRは OOP出口リンクの中からそのトラフィッククラスエントリ
にとって最良の出口を選択します。
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PfR ポリシーの適用
PfRポリシーは、学習済みまたは設定済みのトラフィッククラスに適用できます。 PfRマスター
コントローラコンフィギュレーションモードでPfRポリシーが直接設定されている場合は、その
PfRポリシーをグローバルに適用できます。すべてのトラフィッククラスはグローバルポリシー
を継承します。ただし、トラフィッククラスのサブセットにポリシーを適用したい場合は、特定

のポリシーを設定できます。特定の PfRポリシーは、プレフィックスリストまたはアクセスリ
ストと一致する特定のトラフィッククラスだけに適用されます。特定のポリシーは、同じポリ

シーが特定のポリシーによって上書きされない限り、グローバルポリシーを継承します。 PfRポ
リシーは、プレフィックスだけに適用できすることができます。あるいは、アプリケーショント

ラフィッククラスを定義するトラフィッククラスにPfRポリシーを適用し、プレフィックス、プ
ロトコル、ポート番号、および DSCP値を含めることもできます。特定のポリシーを学習済みま
たは設定済みトラフィッククラスに適用するには、PfRマップ設定を使用します。

PfR ポリシー用 PfR マップの設定

PfRマップはルートマップと似ていますが、大きく異なる点があります。 PfRマップの目的は、
match句を使用して学習済みまたは設定済みトラフィッククラスを選択してから、set句を使用し
て PfRポリシー設定を適用することです。ルートマップのようにシーケンス番号を使用して PfR
マップを任意で設定することはできますが、評価されるのはシーケンス番号が最も小さいPfRマッ
プだけです。 PfRマップとルートマップの動作の違いはここにあります。重要な違いは次の 2点
です。

•各シーケンスに対して設定できるのは、1つの match句だけです。 1つの PfRマップシーケ
ンスに複数の match句を設定しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

• PfRマップの設定に permit文または deny文は使用しません。ただし、IPプレフィックスリ
ストで permit文または deny文を設定し、そのプレフィックスリストを PfRマップに適用す
ると、IPトラフィックフローに許可または拒否シーケンスを設定できます。

match precedenceのプライオリティは PfRマップではサポートされません。（注）

適切に一致すると、PfRマップに set句の設定が適用されます。 PfR set句を使用して、バックオ
フタイマー、パケット遅延、ホールドダウンタイマー、パケット損失、周期タイマー、解決設

定、到達不能ホスト、tracerouteレポートなどのポリシーパラメータを設定できます。

PfRマップによって適用されたポリシーはただちに有効になります。 PfRマップ設定は、show
running-configコマンドの出力で確認できます。 PfRポリシー設定は、show pfrmaster policyコマ
ンドの出力で確認できます。これらのポリシーは、PfRマップと一致する、または PfRマップを
通過するトラフィッククラスだけに適用されます。

PfR ポリシーを適用するポリシールールの設定

policy-rules（PfR）コマンドを使用すると、PfRマスターコントローラコンフィギュレーション
モードで、シーケンス番号を使用して PfRマップを選択し設定を適用できます。これにより、定
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義済み PfRマップ間での切り替えを容易に実行できます。ポリシーの設定に使用できる PfRマッ
プは 1度に 1つだけですが、多数の PfRマップを定義することができます。

複数の PfR ポリシーに対するプライオリティ解決
1つのトラフィッククラスエントリまたはトラフィッククラスのセットに複数のポリシー基準を
設定する場合、複数のポリシーが重複する可能性があります。実行するポリシーの競合を回避す

るために、PfRは解決機能を使用します。これは、PfRポリシーにプライオリティを設定できる柔
軟なメカニズムです。各ポリシーには一意の値が割り当てられ、最低値が設定されているポリ

シーが最高プライオリティポリシーとして選択されます。デフォルトでは、PfRは最高プライオ
リティを遅延ポリシーに割り当て、その次に使用率ポリシーに割り当てます。いずれかのポリ

シーにプライオリティ値を割り当てると、デフォルト設定は上書きされます。ポリシー競合解決

を設定するには、PfRマスターコントローラコンフィギュレーションモードで resolve（PfR）コ
マンドを使用するか、PfRマップコンフィギュレーションモードで set resolve（PfR）コマンドを
使用します。

PfR ポリシー競合解決のための分散設定

PfR解決を設定する際、定義済みのポリシーに許容分散を設定することもできます。分散では、
平均遅延が割合で設定されます。平均遅延とは、1つの出口に対するすべてのトラフィッククラ
スまたは特定のポリシートラフィッククラスが、定義されたポリシー値と異なっていてもそれと

同等と見なされる範囲です。たとえば、最良の出口リンク（遅延の面から見て最良の出口）での

トラフィッククラスエントリの遅延が 80ミリ秒（ms）で、10 %の分散が設定されている場合、
その他の出口リンクで同じトラフィッククラスエントリの遅延が80～88msの範囲内であれば、
それらの出口リンクは最良の出口リンクと同等であると見なされます。

PfRで分散がどのように使用されるかを理解するために、3つの出口リンクでトラフィッククラ
スエントリの遅延およびジッターに次のパフォーマンス値が設定された場合を見てみましょう。

•出口 A：遅延 80 ms、ジッター 3 ms

•出口 B：遅延 85 ms、ジッター 1 ms

•出口 C：遅延 100 ms、ジッター 5 ms

このトラフィッククラスエントリには、次の PfRポリシー競合解決が適用されます。

delay priority 1 variance 10
jitter priority 2 variance 10

PfRは、プライオリティ値が最も低いポリシー（この例では遅延ポリシー）を探して最良の出口
を判断します。遅延値が最も低いのは出口 Aです。ただし、出口 Bの遅延値は 85で、これは出
口 Aにおける遅延値の 10 %分散の範囲内です。したがって、出口 Aと出口 Bは遅延値上では同
等であると見なされます。出口Cは、遅延値が高すぎるため無視されます。次のプライオリティ
ポリシーはジッターで、ジッター値が最も低いのは出口 Bです。出口 Aのジッター値は出口 B
のジッター値の 10 %分散の範囲内にないので、PfRは、トラフィッククラスエントリの唯一最
良の出口として出口 Bを選択します。
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分散は、コストまたは範囲ポリシーには設定できません。（注）

施行フェーズの概念

PfR 施行フェーズの概要
PfR学習フェーズでトラフィッククラスをプロファイリングし、測定フェーズでトラフィックク
ラスのパフォーマンスメトリックを測定し、トラフィックが所定のサービスレベルを満たしてい

る場合はポリシーフェーズでネットワークポリシーを使用して、Monitored Traffic Class（MTC）
リストにあるトラフィッククラスエントリの測定済みパフォーマンスメトリックを既知または

設定済みのしきい値にマッピングしたら、PfRパフォーマンスループにおける次のステップは施
行フェーズです。

デフォルトでは、PfRは観察モードで動作します。PfR学習、測定、およびポリシー適用フェーズ
のマニュアルでは、PfRが観察モードであることを前提としています。観察モードでは、マスター
コントローラはデフォルトおよびユーザ設定のポリシーに基づいてトラフィッククラスと出口リ

ンクを監視し、ポリシー違反（OOP）イベントなどネットワークの状態と必要な決定事項をレポー
トします。ただし、変更は何も実施されません。 PfR施行フェーズは、観察モードではなく制御
モードで動作します。制御モードは、mode route controlコマンドを使用して明示的に設定する必
要があります。制御モードでは、マスターコントローラは境界ルータからの情報を観察モードと

同じ方法で統合します。ただし、PfR管理ネットワークのルーティングを変更してポリシー決定
を実施するために、境界ルータにコマンドが返されます。

次のいずれかの状況が発生すると、PfRはルート変更を開始します。

•トラフィッククラスが OOPになる。

•出口リンクが OOPになる。

•周期タイマーが終了し、出口選択モードが最良のモードとして設定される。

PfR施行フェーズでは、マスターコントローラは目的のパフォーマンス特性と一致するポリシー
準拠のトラフィッククラスを継続的に監視し、それらのトラフィッククラスがポリシー準拠のま

ま維持されるようにします。OOPのトラフィッククラスと出口をポリシー準拠にする場合だけ、
それらのトラフィッククラスと出口が変更されます。ネットワークで目的のパフォーマンスレ

ベルを実現するには、マスターコントローラによるポリシー決定に影響を与える可能性のある設

定オプションを認識しておく必要があります。

PfRの導入時に考慮すべきもうひとつの設定上の問題は、極端な遅延または損失ポリシーが定義
され、出口リンクへの加入も過剰な場合、PfRがトラフィッククラスをポリシー準拠状態にでき
ないと判断する可能性があるということです。この場合マスターコントローラは、トラフィック

クラスが OOPのままであっても、パフォーマンスポリシーに最も厳密に適合するリンクを選択
するか、PfR制御からプレフィックスを削除します。 PfRは、使用可能な帯域幅を最大限活用で
きるようにすることを目的としていますが、加入過多の帯域幅の問題は解決できません。
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PfR制御モードがイネーブルになり、設定オプションが検討されたら、次のステップでは PfRで
実施されるトラフィッククラス制御の手法を検証します。

PfR トラフィッククラス制御手法
PfRマスターコントローラが、OOPトラフィッククラスまたは出口リンクに対して何らかの措置
が必要であると判断した場合、ルーティングメトリックまたは BGP属性を変更したり、ルート
マップを使用するポリシーベースのルーティングを導入したりして、トラフィックが別のリンク

を使用するようにするための手法がいくつかあります。トラフィッククラスに関連付けられたト

ラフィックがプレフィックスだけで定義されている場合は、BGPルートまたはスタティックルー
トの導入など、従来のルーティング制御メカニズムを使用できます。この制御は、再配布後に

ネットワーク全体で有効になります。なぜなら、より良好なメトリックを持つルーティングプロ

トコルに導入されたプレフィックスは、そのプレフィックスのトラフィックを境界ルータに誘導

するからです。トラフィッククラスに関連付けられたトラフィックがプレフィックスとその他の

パケット一致基準または（たとえばアプリケーショントラフィック）によって定義されている場

合、従来のルーティングを使用してそのアプリケーショントラフィックを制御することはできま

せん。この場合は、ネットワーク全体ではなくデバイス固有の制御が行われます。このようなデ

バイス固有の制御は、PfRでポリシーベースルーティング（PBR）機能を使用して実行されます。
このシナリオのトラフィックを他のデバイスにルーティングする必要がある場合、リモート境界

ルータはシングルホップの位置にあるか、シングルホップのように見えるトンネルインターフェ

イスである必要があります。

出口または入口リンクの選択でグループ化されたさまざまなトラフィッククラス制御手法を次の

図に示します。

図 6：トラフィッククラス制御手法
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PfR 出口リンク選択制御手法
出口選択にはパフォーマンスルーティングのロードバランシングに関する 1つの原理が当てはま
るので、出口リンク選択制御手法を導入するにあたっては、この原理を理解する必要があります。

PfRでは、限定度の高いルートはデフォルトルートとして設定しない限り、親ルートとして扱わ
れません。

親ルートの検索時、ソフトウェアでは指定されたプレフィックスを含む最も限定度の高いルート

の検出が試みられます。また、ソフトウェアでは、そのルートが予想される出口をポイントして

いることが確認されます。限定度の高いスタティックルートが 2つ以上存在する場合、それぞれ
のルートで予想される出口があるかどうかが検査されます。予想される出口が見つかった場合、

プローブが作成されます。

たとえば、次のような設定があるとします。

ip route 10.4.0.0 255.255.0.0 172.17.40.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 6/0

プレフィックス 10.4.1.0/24およびターゲット 10.4.1.1のプローブは、シリアルインターフェイス
6/0を使用する出口上には作成されません。この理由は、10.4.1.1を含む最も限定度の高いルート
は 172.17.40.2への出口になっているためです。両方の出口にトラフィックのロードバランスを
行う場合の解決法は、限定度の高いルートのデフォルトルートを作成することです。次に例を示

します。

ip route 10.4.0.0 255.255.0.0 172.17.40.2
ip route 10.4.0.0 255.255.0.0 serial 6/0

または

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 6/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.40.2

変更後の設定では、172.17.40.2への出口用とシリアルインターフェイス 6/0を使用する出口用に
2つのプローブが作成されます。

PfRでは、次の手法を使用して出口リンク選択を実施します。

スタティックルートの挿入

PfRマスターコントローラは、一時的なスタティックルートを挿入して、特定の境界ルータを優
先出口リンクとして強制的に使用させることができます。これらのスタティックルートはルータ

のメモリ内に一時的に存在し、永続的な設定には意図的に保存されません。マスターコントロー

ラが境界ルータでスタティックルートを挿入するための手法はいくつかあります。既存のスタ

ティックルートは、より良好なルーティングメトリックを持つ新しいスタティックルートで上

書きされます。境界ルータ上にデフォルトルート（またはあいまいなルート）がある場合、マス

ターコントローラは監視対象のトラフィッククラス用に特定のスタティックルートを追加でき

ます。このスタティックルートは既存のデフォルトルートよりも優先されます。最後に、マス

ターコントローラでは分割プレフィックスとして知られる方法も使用できます。

分割プレフィックスは、追加されたより具体的なルートを参照します。このルートは、あいまい

なルートよりも優先されます。たとえば、境界ルータに 10.10.10.0/24のルートがすでにある場
合、10.10.10.128/25のスタティックルートを追加すると、新たに挿入されたルートを使用してア
ドレス 10.10.10.129～ 10.10.10.254も転送されます。大規模ネットワークのサブセットを監視す
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るように設定されている場合、PfRは既存のルーティングテーブルに適切なルートを追加します。
PfRは分割プレフィックスを使用して、既存プレフィックスのサブセットをより適切な出口リン
クにリダイレクトできます。分割プレフィックスは、内部 BGP（iBGP）ルートとスタティック
ルートの両方で使用できます。

ルーティングプロトコルテーブルに既存ルートがない場合、PfRはルートを挿入しません。特定
タイプのルートを挿入する前に、PfRはBGPまたはスタティックテーブル内にルートが存在し、
プレフィックスと既存リンクへのポイントが含まれていることを確認します。このルートはデ

フォルトルートの場合もあります。

BGP 制御手法

PfRでは 2つの BGP手法を使用して、最良の出口パスを強制的に使用させます。手法のひとつは
BGPルートの挿入、もうひとつは BGPローカルプリファレンス属性の変更です。

トラフィッククラスに関連付けられているトラフィックがプレフィックスだけで定義されている

場合、マスターコントローラはBGPルートをBGPテーブルに挿入するよう境界ルータに指示し、
そのトラフィックで他のリンクが使用されるようにすることができます。 PfRで挿入されたすべ
てのルートは自律システムのローカルルートのままであり、外部BGPピアと共有されることはあ
りません。この動作が確実に実行されるようにするため、PfRはBGPルートを挿入する際、その
ルートにno-exportコミュニティを設定します。この処理は自動的に実行されるので、ユーザが設
定する必要はありません。ただし、現在これらのルートには特殊なマーキングがあるため、内部

BGPピアと情報を共有するには追加設定が必要です。各 iBGPピアに対し、sendコミュニティ設
定を指定する必要があります。境界ルータは挿入されたルートの最良出口を認識していますが、

さらにこの情報をネットワークに再配布する必要が生じる場合があります。

PfRは、トラフィッククラスの制御にも BGPローカルプリファレンスを使用します。 BGPロー
カルプリファレンス（Local_Pref）は BGPプレフィックスに適用される任意の属性で、ルート選
択時にそのルートに対するプリファレンスの程度を指定します。 Local_Prefは BGPプレフィック
スに適用される値であり、Local_Prefの値が高いほど、そのルートは同等のルートよりも優先され
ます。マスターコントローラはいずれかの境界ルータに対し、トラフィッククラスに関連付け

られたプレフィックスまたはプレフィックスのセットに Local_Pref属性を適用するよう指示しま
す。そのあと境界ルータは、Local_Pref値をすべての内部 BGPピアと共有します。 Local_Prefは
自律システムのローカルでは重要な値ですが、外部 BGPピアとは共有されません。 iBGP再コン
バージェンスが完了すると、プレフィックスの Local_Prefが最も高いルータが、ネットワークか
らの出口リンクになります。

デフォルトのBGPルーティングに 5000以上のローカルプリファレンス値が設定されている場
合は、mode（PfR）コマンドを使用してそれよりも高いBGPローカルプリファレンス値をPfR
で設定する必要があります。

（注）

EIGRP ルート制御

PfR EIGRP mGRE DMVPNハブアンドスポークサポート機能により、PfRで EIGRPルートを制御
できるようになりました。この機能がイネーブルになると、PfRプレフィックスおよびルートを
制御するために、既存の BGPおよびスタティックルートデータベースだけでなく EIGRPデータ
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ベースでも親ルートがチェックされます。詳細については、「パフォーマンスルーティングの

mGREDMVPNハブアンドスポークサポートを使用した EIGRPルートの制御」モジュールを参照
してください。

ポリシーベースのルーティング制御

PfRは、ポリシーベースのルーティングを使用してアプリケーショントラフィックを制御できま
す。 PfRポリシーの一環として PfRマップで定義されたトラフィックと照合することで、特定の
PfR境界ルータを通過するアプリケーショントラフィックを識別できます。 match ip address
（PfR）コマンドは、拡張 ACLをサポートするように強化されました。拡張 ACLは PfRマップ
で参照されます。各 PfRマップシーケンスには単一の match句を設定できます。 set句は、一致
したトラフィックに独立したPfRポリシーを適用するために設定されます。このトラフィックは、
監視対象のプレフィックスのサブセットです。アプリケーションのポリシールーティングを強制

するために、PfRポリシーはすべての境界ルータに適用されます。一致したトラフィックは、ポ
リシーパラメータに適合する PfR外部インターフェイスを介してポリシールーティングされま
す。

アプリケーショントラフィックの識別と制御には、プレフィックスのほか DSCP値、ポート番
号、およびプロトコルも使用できます。 DSCP値、プロトコル、およびポート番号は、境界ルー
タによってマスターコントローラに送信され、MTCリストに入力されます。

Protocol Independent Route Optimization（PIRO）

PIROが導入され、PfRでトラフィッククラスを識別および制御できるようになりました。 PIRO
より前に、PfRは、BGPまたはスタティックルートデータベースで親ルート（完全一致ルート、
またはそれより一致度が低いルート）を持つトラフィッククラスのパスを最適化します。 PIRO
を使用して、PfRは親ルートの IPルーティング情報ベース（RIB）を検索できます。これにより、
OSPFや IS-ISなどの内部ゲートウェイプロトコル（IGP）を含む任意の IPルーティング環境に
PfRを導入することができます。

詳細については、「PfRProtocol Independent RouteOptimization」モジュールを参照してください。

PfR 入口リンク選択の制御テクニック
PfR BGPインバウンド最適化機能に、インバウンドトラフィックを操作する機能が追加されまし
た。ネットワークは ISPへの eBGPアドバタイズメントを使用して、内部プレフィックスの到達
可能性をインターネットにアドバタイズします。同じプレフィックスが複数の ISPにアドバタイ
ズされると、そのネットワークはマルチホーム状態になります。 PfR BGPインバウンド最適化
は、マルチホームのネットワークで最も効果的に機能します。ただしこの最適化は、同じ ISPに
対して複数の接続を持つネットワークでも使用できます。BGPインバウンド最適化を実装するた
めに、PfRは eBGPアドバタイズメントを操作して、内部プレフィックス宛てのトラフィックに対
して最良入口選択を反映させます。最良入口選択は、複数の ISPに接続しているネットワークだ
けに効果があります。

PfR入口リンク選択制御手法の詳細については、「パフォーマンスルーティングを使用した BGP
インバウンド最適化」モジュールを参照してください。
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確認フェーズの概念

確認フェーズの概要

PfRパフォーマンスループの最終フェーズでは、PfR制御フェーズで実施された処理によってト
ラフィックフローが実際に変更され、トラフィッククラスまたはリンクのパフォーマンスがポリ

シー準拠状態に移行するかどうかを確認します。 PfRは NetFlowを使用して、自動的にルート制
御を確認します。マスターコントローラは、新しいリンクインターフェイスからのトラフィッ

ククラスの Netflowアップデートを予想しているので、以前のパスからの Netflowアップデート
は無視します。 2分後に Netflowアップデートが表示されない場合、マスターコントローラはト
ラフィッククラスをデフォルト状態にします。PfRの制御下にないとき、トラフィッククラスは
デフォルト状態です。

PfRで使用されるNetFlow確認に加え、PfRがネットワーク内で変更を開始したことを確認する方
法がさらに 2つあります。

• syslogレポート：主要な PfRの状態変更をすべてユーザに通知するようにロギングコマンド
を設定できます。syslogレポートを実行すると、PfRで変更が行われたことを確認できます。
マスターコントローラは双方向トラフィックを予想しており、トラフィッククラスに関連

付けられた特定のプレフィックスに関する区切りつき syslogレポートでこれを確認できま
す。

• PfR showコマンド：PfR showコマンドを使用して、ネットワークで変更が行われたこと、ト
ラフィッククラスがポリシー準拠状態であることを確認できます。監視対象のプレフィッ

クスのステータスを表示するには、show pfr master prefixコマンドを使用します。このコマ
ンドの出力には、現在の出口インターフェイス、プレフィックス遅延、出力および入力イン

ターフェイスの帯域幅、指定された境界ルータを送信元とするパス情報が含まれます。境界

ルータ上でPfRによって制御されているルートに関する情報を表示するには、showpfrborder
routesコマンドを使用します。このコマンドは、BGPまたはスタティックルートに関する
情報を表示できます。

関連情報
このモジュールで説明する概念を実行する設定タスクと設定例については、「アドバンスドパ

フォーマンスルーティングの設定」モジュールを参照してください。その他のパフォーマンス

ルーティングモジュールおよび機能の詳細については、「関連資料」の項を参照してください。
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その他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS Performance Routing Command
Reference』

Cisco IOS PfRのコマンド：コマンド構文の詳
細、コマンドモード、コマンド履歴、デフォル

ト設定、使用上の注意事項、および例

「ベーシックパフォーマンスルーティングの

設定」モジュール

Cisco IOS XE Releaseでの基本的な PfR設定

「パフォーマンスルーティング境界ルータ専用

機能」モジュール

Cisco IOS XE Release 3.1および 3.2の境界ルー
タ専用機能の設定に関する情報

「パフォーマンスルーティングの理解」モ

ジュール

Cisco IOSXEReleaseのパフォーマンスルーティ
ングの運用フェーズを理解するために必要な概

念

「アドバンスドパフォーマンスルーティング

の設定」モジュール

Cisco IOS XE Releaseでのアドバンスド PfR設
定

「Cisco IOS IP SLAs Overview」モジュールIP SLAの概要

PfR:Homeシスコの DocWikiコラボレーション環境の PfR
関連のコンテンツへのリンクがあるPfRホーム
ページ

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

• CISCO-PFR-MIB

• CISCO-PFR-TRAPS-MIB
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/pfr/command/pfr-cr-book.html
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http://docwiki.cisco.com/wiki/PfR:Home
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートおよびドキュメンテーション

Webサイトでは、ダウンロード可能なマニュア
ル、ソフトウェア、ツールなどのオンラインリ

ソースを提供しています。これらのリソース

は、ソフトウェアをインストールして設定した

り、シスコの製品やテクノロジーに関する技術

的問題を解決したりするために使用してくださ

い。このWebサイト上のツールにアクセスす
る際は、Cisco.comのログイン IDおよびパス
ワードが必要です。

パフォーマンスルーティングを理解するための機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorには、www.cisco.com/go/
cfnからアクセスします。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 2：パフォーマンスルーティングを理解するための機能情報

機能の設定情報リリース機能名

境界ルータ専用機能は Cisco
IOS XE Release 3.1Sで導入され
ました。境界ルータとして使

用する Cisco ASR 1000シリー
ズルータと通信するマスター

コントローラは、Cisco IOS
Release 15.0(1)Mまたはそれ以
降のリリースを実行するルータ

でなければなりません。

この機能により、次のコマンド

が導入または変更されました。

show pfr border passive cache。

Cisco IOS XE Release 3.1.SOER境界ルータ専用機能
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機能の設定情報リリース機能名

ASR 1000用 PfRマスターコン
トローラのサポートにより、マ

スターコントローラのサポー

トが導入されました。以前は、

境界ルータのサポートのみ使用

可能でした。この機能により、

他のプラットフォームで使用で

きるPfR機能の大部分がイネー
ブルになりました。

Cisco IOS XE Release 3.3.SASR 1000用 PfRマスターコン
トローラのサポート
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