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
OER：スタティック アプリケーション マッピングを使用したアプリケーション アウェア ルー
ティング機能により、パフォーマンス ルーティング（PfR）が自動的に学習できるトラフィック
クラスまたは手動で設定できるトラフィッククラスの設定を容易にするために、1つのキーワー
ドだけで標準アプリケーションを設定できるようになりました。 この機能により、学習リスト
にプロファイリングされたトラフィック クラスにパフォーマンス ルーティング（PfR）ポリシー
を適用できる学習リスト コンフィギュレーション モードも導入されました。 異なるポリシーを
各学習リストに適用できます。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• 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 マッピングの前提
条件, 2 ページ
• パフォーマンス ルーティングを使用するスタティック アプリケーション マッピングの概要,
2 ページ
• 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 マッピングの設定
方法, 8 ページ
• 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 マッピングの設定
例, 17 ページ
• その他の関連資料, 20 ページ
• 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 マッピングの機能
情報, 21 ページ

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
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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 マッピングの前提条件

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。
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使用したスタティックア
プリケーション マッピングの前提条件
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使用するスタティックア
プリケーション マッピングの概要
パフォーマンス ルーティングのトラフィック クラス プロファイリン
グ
トラフィックを最適化する前に、パフォーマンス ルーティング（PfR）では境界ルータを介した
トラフィックからトラフィック クラスを判別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。 トラフィック クラスの学習メカニズムと設定メカニズムのいずれも、PfR のプロファイル
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パフォーマンス ルーティングのトラフィック クラス プロファイリング

フェーズで実装されます。 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

PfR では、トラフィック クラスを自動的に学習しながら、組み込みの NetFlow 機能を使用して境
界ルータを経由したトラフィックを監視できます。 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。 トラフィック クラスの自動学習プロセスには、次の 3 つのコ
ンポーネントがあります。
• 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
• 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
• 学習リストを使用した、プレフィックスベースとアプリケーションベースの両トラフィック
クラスの分類
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。トラフィッククラスの手動設定プロ
セスには、次の 2 つのコンポーネントがあります。
• 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
• 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
プロファイル フェーズの最終目標は、ネットワークを経由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。
上の図のトラフィック クラスのプロファイリングの各コンポーネントの詳細については、「パ
フォーマンス ルーティングの理解」モジュールを参照してください。
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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
OER：スタティック アプリケーション マッピングを使用したアプリケーション アウェア ルーティ
ング機能により、アプリケーションベースのトラフィック クラスの設定を容易にするために、
キーワードを使用してアプリケーションを定義できるようになりました。 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。 パフォーマンス ルーティング トラフィック クラスのプロファイルに使用でき
るスタティック アプリケーションのリストは、常に変化しています。 traffic-class application ? コ
マンドを使用して、スタティックアプリケーションがパフォーマンスルーティングに使用できる
かどうかを判別します。
次の表に、パフォーマンスルーティングで設定できるスタティックアプリケーションのリストの
一部を示します。 アプリケーションがスタティックと見なされる理由は、表に示されているとお
り、それらのアプリケーションに固定ポートとプロトコルが定義されているためです。 設定は、
マスター コントローラに対して学習リスト コンフィギュレーション モードで行われます。
表 1：スタティック アプリケーションのリスト

アプリケーション

キーワード

プロトコル

ポート

CU-SeeMe-Server：
CU-SeeMe デスクトッ
プ ビデオ会議

cuseeme

[TCP]、[UDP]

7648 7649 7648 7649
24032

DHCP-Client：Dynamic dhcp (Client)
Host Configuration
Protocol クライアント

UDP/TCP

68

dhcp (Server)

UDP/TCP

67

UDP/TCP

53

TCP

79

TCP

20、21

TCP/UDP

70

DHCP-Server：
Dynamic Host
Configuration Protocol
サーバ

DNS：ドメイン ネーム dns
サーバ ルックアップ
FINGER-Server：
Finger サーバ

finger

FTP：ファイル転送プ ftp
ロトコル
GOPHER-Server：
Gopher サーバ

gopher
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アプリケーション

キーワード

プロトコル

ポート

HTTP：ハイパーテキ http
スト転送プロトコル、
ワールドワイド ウェブ
トラフィック

TCP/UDP

80

secure-http
HTTPSSL-Server：
Hypertext Transfer
Protocol over TLS/SSL、
セキュア ワールドワイ
ド ウェブ トラフィック
サーバ

TCP

443

IMAP-Server：Internet imap
Message Access Protocol
サーバ

TCP/UDP

143 220

SIMAP-Server：Secure secure-imap
Internet Message Access
Protocol サーバ

TCP/UDP

585 993（優先）

IRC-Server：インター irc
ネット リレー チャット
サーバ

TCP/UDP

194

SIRC-Server：セキュア secure-irc
インターネット リレー
チャット サーバ

TCP/UDP

994

Kerberos-Server：
Kerberos サーバ

kerberos

TCP/UDP

88 749

L2TP-Server：
L2F/L2TP トンネル
Layer 2 Tunnel Protocol
サーバ

l2tp

UDP

1701

LDAP-Server：
Lightweight Directory
Access Protocol サーバ

ldap

TCP/UDP

389

TCP/UDP

636

SLDAP-Server：Secure secure-ldap
Lightweight Directory
Access Protocol サーバ
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アプリケーション

キーワード

プロトコル

ポート

MSSQL-Server：MS
SQL サーバ

mssql

TCP

1443

NETBIOS-Server：
NETBIOS サーバ

netbios

UDP TCP

137 138 137 139

NFS-Server：Network
File System サーバ

nfs

TCP/UDP

2049

TCP/UDP

119

TCP/UDP

563

NOTES-Server：Lotus notes
Notes サーバ

TCP/UDP

1352

ntp
NTP-Server：ネット
ワーク タイム プロトコ
ル サーバ

TCP/UDP

123

NNTP-Server：Network nntp
News Transfer Protocol
SNNTP-Server：
Network News Transfer
Protocol over TLS/SSL

secure-nntp

PCanywhere-Server：
Symantec
pcANYWHERE

pcany

UDP TCP

22 5632 65301 5631

POP3-Server：Post
Office Protocol サーバ

pop3

TCP/UDP

110

SPOP3-Server：Post
Office Protocol over
TLS/SSL サーバ

secure-pop3

TCP/UDP

123

TCP

17233

pptp
PPTP-Server：
Point-to-Point Tunneling
Protocol サーバ
SSH：Secured Shell

ssh

TCP

22

SMTP-Server：Simple
Mail Transfer Protocol
サーバ

smtp

TCP

25

Telnet：Telnet

telnet

TCP

23
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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
学習リスト コンフィギュレーション モード

マスターコントローラは、フィルタリング対象トラフィックの最高アウトバウンドスループット
または最高遅延に基づいてトップ プレフィックスを学習するように設定され、その結果得られた
トラフィック クラスが PfR アプリケーション データベースに追加されてパッシブ 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。

学習リスト コンフィギュレーション モード
学習リスト機能によって、学習リストという新しいコンフィギュレーション モードが導入されま
した。 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。
自動的に学習されるか、または手動で設定する 4 種類のトラフィック クラスをプロファイルでき
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
traffic-class コマンドを学習リスト モードで使用すると、トラフィック クラスの自動学習が簡素
化されます。 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。
match traffic-class コマンドを PfR マップ コンフィギュレーション モードで使用すると、トラ
フィック クラスの手動設定が簡素化されます。 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。

（注）

トラフィックをプロファイリングし、学習リスト パラメータを設定するほかに、学習リスト
を PfR ポリシー内で参照する必要があります。参照するには、PfR マップと match pfr learn コ
マンド（list キーワード指定）を使用します。 ポリシーをアクティブ化するには、policy-rules
（PfR）コマンドを使用します。
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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 マッピングの設定方法
スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック
クラスを自動的に学習するための学習リストの定義
マスター コントローラでこのタスクを実行すると、スタティック アプリケーション マッピング
を使用して学習リストを定義できます。 学習リスト内では、アプリケーションを示すキーワード
を使用して特定のアプリケーション トラフィック クラスを識別することができます。 定義済み
の学習リストには、スタティック アプリケーション マッピングを使用して PfR で自動的に学習さ
れたトラフィック クラスが表示されます。 表示されたトラフィック クラスは、必要に応じてプ
レフィックス リストによってフィルタリングすることができます。
このタスクでは、スタティックアプリケーションマッピングのキーワードを使用してトラフィッ
ク クラスを作成するように学習リストを設定します。 学習リストごとに異なる PfR ポリシーを適
用できます。 結果として得られた作成されたプレフィックスは、プレフィックス長 24 に集約さ
れます。 プレフィックス リストがトラフィック クラスに適用されて、10.0.0.0/8 プレフィックス
からのトラフィックが許可されます。マスターコントローラは、フィルタリング対象トラフィッ
クの最高アウトバウンドスループットに基づいてトッププレフィックスを学習するように設定さ
れ、その結果得られたトラフィック クラスが PfR アプリケーション データベースに追加されま
す。
学習リストは、PfR ポリシー内で PfR マップを使用して参照され、policy-rules（PfR）コマンドを
使用してアクティブ化されます。
PfR によって学習された設定済みの学習リストおよびトラフィック クラスに関する情報を表示す
るには、「トラフィック クラスおよび学習リストの情報の表示とリセット」の項を参照してくだ
さい。
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スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック クラスを自動的に学習するための学
習リストの定義

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length }
4. pfr master
5. policy-rules map-name
6. learn
7. list seq number refname refname
8. traffic-class application application-name... [filter prefix-list-name]
9. aggregation-type {bgp non-bgp prefix-length} prefix-mask
10. throughput
11. exit
12. ステップ 7 ～ 11 を繰り返して、追加の学習リストを設定します。
13. exit
14. ステップ 13 を繰り返し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
15. pfr-map map-name sequence-number
16. match pfr learn list refname
17. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip prefix-list list-name [seq seq-value] 学習するプレフィックスをフィルタリングするための IP プレフィッ
{deny network/length | permit
クス リストを作成します。
network/length }
• IP プレフィックス リストを学習リスト コンフィギュレーショ
ン モードで使用すると、学習される IP アドレスをフィルタリ
例：
ングすることができます。
Router(config)# ip prefix-list
INCLUDE_10_NET permit 10.0.0.0/8

• 例では、PfR に INCLUDE_10_NET という IP プレフィックス
リストが作成され、プレフィックス 10.0.0.0/8 のプロファイリ
ングが行われます。
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習リストの定義

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

pfr master

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードを開始
して、マスター コントローラとして Cisco ルータを設定し、マス
ター コントローラ ポリシーおよびタイマー設定を設定します。

例：
Router(config)# pfr master

ステップ 5

policy-rules map-name
例：
Router(config-pfr-mc)#
policy-rules LL_REMOTE_MAP

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
マップを選択し設定を適用します。
• アクティブ化する PfR マップ名を指定するには、map-name 引
数を使用します。
• 例では、このタスクで設定した学習リストを含んでいる
LL_REMOTE_MAP という名前の PfR マップが適用されます。

ステップ 6

learn

PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレーション モードを開
始して、トラフィック クラスを自動的に学習します。

例：
Router(config-pfr-mc)# learn

ステップ 7

list seq number refname refname
例：
Router(config-pfr-mc-learn)# list
seq 10 refname
LEARN_REMOTE_LOGIN_TC

PfR 学習リストを作成し、学習リスト コンフィギュレーション モー
ドを開始します。
• 学習リスト基準が適用される順番の決定に使用されるシーケ
ンス番号を指定するには、seq キーワードおよび number 引数
を使用します。
• 学習リストの参照名を指定するには、refname キーワードおよ
び refname 引数を使用します。
• 例では、LEARN_REMOTE_LOGIN_TC という名前の学習リス
トが作成されます。

ステップ 8

traffic-class application
application-name... [filter
prefix-list-name]

事前定義されたスタティック アプリケーションを使用して、PfR ト
ラフィック クラスを定義します。
• application-name 引数を使用して、事前定義されたスタティッ

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)#
traffic-class application telnet
ssh

ク アプリケーションを示す 1 つまたは複数のキーワードを指
定します。 省略符号は、複数のアプリケーション キーワード
を指定できることを示すときに使用します。
• 例では、telnet および ssh トラフィックを含むトラフィック ク
ラスが定義されます。
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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
スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック クラスを自動的に学習するための学
習リストの定義

ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

aggregation-type {bgp non-bgp
prefix-length} prefix-mask

（任意）トラフィック フロー タイプに基づいて学習済みのプレ
フィックスを集約するように、マスター コントローラを設定しま
す。

例：

• bgp キーワードは、BGP ルーティング テーブル内のエントリ

Router(config-pfr-mc-learn-list)#
aggregation-type prefix-length
24

に基づいてプレフィックスを集約するように設定します。 こ
のキーワードは、BGP ピアリングがネットワーク内でイネー
ブルの場合に使用されます。
• non-bgp キーワードは、スタティック ルートに基づいて学習
済みのプレフィックスを集約するように設定します。このキー
ワードが入力された場合、BGP ルーティング テーブル内のエ
ントリは無視されます。
• prefix-length キーワードは、指定したプレフィックス長に基づ
いて集約するように設定します。 この引数に設定できる値の
範囲は、1 ～ 32 のプレフィックス マスクです。
• このコマンドが指定されない場合、デフォルトの集約が、/24
のプレフィックス長に基づいて実行されます。
• 例では、/24 のプレフィックス長に基づいて、プレフィックス
長の集約が設定されます。

ステップ 10

最高アウトバウンド スループットに基づいてトップ プレフィック
スを学習するように、マスター コントローラを設定します。

throughput
例：

• このコマンドをイネーブルにすると、マスター コントローラ

Router(config-pfr-mc-learn-list)#
throughput

では最高アウトバウンド スループットに従ってすべての境界
ルータのトップ プレフィックスが学習されます。
• 例では、LEARN_REMOTE_LOGIN_TC トラフィック クラスの
最高アウトバウンドスループットに基づいてトッププレフィッ
クスを学習するように、マスター コントローラが設定されま
す。

ステップ 11

学習リスト コンフィギュレーション モードを終了し、PfR Top
Talker/Top Delay 学習コンフィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)#
exit

ステップ 12

ステップ 7 ～ 11 を繰り返して、追 -加の学習リストを設定します。
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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
スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック クラスを自動的に学習するための学
習リストの定義

ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

exit

PfR Top Talker/Top Delay 学習コンフィギュレーション モードを終
了し、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
に戻ります。

例：
Router(config-pfr-mc-learn)# exit

ステップ 14

ステップ 13 を繰り返し、グローバ -ル コンフィギュレーション モード
に戻ります。

ステップ 15

pfr-map map-name sequence-number PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始して、PfR マッ
プを設定します。
例：

• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つだけ設定でき

Router(config)# pfr-map
LL_REMOTE_MAP 10

ます。
• 例では、LL_REMOTE_MAP という名前の PfR マップが作成さ
れます。

ステップ 16

match pfr learn list refname
例：

学習済みの PfR プレフィックスに一致させるために、PfR マップ内
で match 句エントリを作成します。
• 例では、LEARN_REMOTE_LOGIN_TC という名前の PfR 学習

Router(config-oer-map)# match pfr
learn list LEARN_REMOTE_LOGIN_TC

リストに定義されている条件を使用して、トラフィック クラ
スが定義されます。
（注）

ステップ 17

ここでは、このタスクに関連する構文だけを使用してい
ます。

（任意）OER マップ コンフィギュレーション モードを終了して、
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Router(config-oer-map)# end

例
この例では、2 つの学習リストが、リモート ログイン トラフィックとファイル転送トラフィック
を識別するように設定されます。 Telnet および Secure Shell（SSH）トラフィックを示すキーワー
ドを使用してリモート ログイン トラフィック クラスが設定され、その結果得られたプレフィッ
クスがプレフィックス長 24 に集約されます。 ファイル転送トラフィック クラスは、FTP を示す
キーワードを使用して設定し、同様にプレフィックス長 24 に集約されます。 プレフィックス リ
ストがファイル転送トラフィック クラスに適用されて、10.0.0.0/8 プレフィックスからのトラフィッ
クが許可されます。マスターコントローラは、フィルタリング対象トラフィックの最高アウトバ
ウンドスループットに基づいてトッププレフィックスを学習するように設定され、その結果得ら
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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
スタティック アプリケーション マッピングを使用した、トラフィック クラスの手動選択

れたトラフィック クラスが PfR アプリケーション データベースに追加されます。 PfR マップは学
習リストに一致するように設定され、ファイル転送トラフィック クラスは policy-rules (PfR) コマ
ンドを使用してアクティブ化されます。
ip prefix-list INCLUDE_10_NET 10.0.0.0/8
pfr master
policy-rules LL_FILE_MAP
learn
list seq 10 refname LEARN_REMOTE_LOGIN_TC
traffic-class application telnet ssh
aggregation-type prefix-length 24
throughput
exit
list seq 20 refname LEARN_FILE_TRANSFER_TC
traffic-class application ftp filter INCLUDE_10_NET
aggregation-type prefix-length 24
throughput
exit
exit
exit
pfr-map LL_REMOTE_MAP 10
match pfr learn list LEARN_REMOTE_LOGIN_TC
exit
pfr-map LL_FILE_MAP 20
match pfr learn list LEARN_FILE_TRANSFER_TC
end

スタティック アプリケーション マッピングを使用した、トラフィッ
ク クラスの手動選択
このタスクを実行すると、スタティックアプリケーションマッピングを使用して手動でトラフィッ
ク クラスを選択できます。 次のタスクは、トラフィック クラスに選択する送信先プレフィック
スおよびアプリケーションが判明している場合に実行します。このタスクでは、送信先プレフィッ
クスを定義する IP プレフィックス リストが作成され、match traffic-class application (PfR) コマン
ドを使用してスタティック アプリケーションが定義されます。 PfR マップを使用して、各プレ
フィックスを各アプリケーションに対応付けて、トラフィック クラスを作成します。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length | permit network/length}
4. 必要に応じて、追加のプレフィックス リスト エントリに対し、ステップ 3 を繰り返します。
5. pfr-map map-name sequence-number
application-name prefix-list prefix-list-name
6. match traffic-class application
7. end
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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
スタティック アプリケーション マッピングを使用した、トラフィック クラスの手動選択

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。
• パスワードを入力します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ip prefix-list list-name [seq seq-value]
{deny network/length | permit
network/length}

送信先プレフィックスベースのトラフィック クラスを指定する
ために、プレフィックス リストを作成します。
• 例では、アプリケーション トラフィック クラスのフィル
タリングに使用する送信先プレフィックス 10.1.1.0/24 が指
定されます。

例：
Router(config)# ip prefix-list LIST1
permit 10.1.1.0/24

ステップ 4

必要に応じて、追加のプレフィックス -リスト エントリに対し、ステップ 3 を
繰り返します。

ステップ 5

pfr-map map-name sequence-number
例：
Router(config)# pfr-map
APPLICATION_MAP 10

PfR マップ コンフィギュレーション モードを開始して、PfR
マップを設定します。
• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つだけ設定で
きます。
• permit シーケンスは最初に IP プレフィックス リストに定
義してから、ステップ 6 で match traffic-class コマンドを
使用して適用します。
• 例では、APPLICATION_MAP という名前の PfR マップが
作成されます。

ステップ 6

match traffic-class application
application-name prefix-list
prefix-list-name
例：
Router(config-pfr-map)#
traffic-class application telnet ssh
prefix-list LIST1

PfR マップを使用してトラフィック クラスを作成するには、プ
レフィックス リストに対する一致基準として 1 つまたは複数の
スタティック アプリケーションを手動で設定します。
• application-name 引数を使用して、事前定義されたスタ
ティック アプリケーションを示す 1 つまたは複数のキー
ワードを指定します。
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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
トラフィック クラスおよび学習リストの情報の表示とリセット

コマンドまたはアクション

目的
• 例では、送信先プレフィックスが Y のアプリケーション
X としてトラフィック クラスが定義されます。X は Telnet
または Secure Shell、Y は LIST1 という名前の IP プレフィッ
クス リストに定義されている送信先アドレスです。

ステップ 7

（任意）PfR マップ コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Router(config-pfr-map)# end

トラフィック クラスおよび学習リストの情報の表示とリセット
トラフィッククラスおよび学習リストの情報を表示し、任意で一部のトラフィッククラス情報を
リセットするには、次の作業を実行します。 これらのコマンドは、学習リストが設定されてトラ
フィック クラスが自動的に学習された後で、または PfR マップを使用してトラフィック クラスが
手動で設定されたときに入力できます。 コマンドは、任意の順番で入力できます。すべてのコマ
ンドは、省略可能です。

手順の概要
1. enable
2. show pfr master traffic-class [access-list access-list-name| application application-name[prefix] |
inside | learned[delay | inside | list list-name| throughput] | prefix prefix| prefix-list prefix-list-name]
[active| passive| status] [detail]
3. show pfr master learn list [list-name]
4. clear pfr master traffic-class [access-list access-list-name| application application-name[prefix]|
inside | learned[delay | inside | list list-name| throughput]| prefix prefix| prefix-list prefix-list-name]

手順の詳細
ステップ 1

enable
特権 EXEC モードをイネーブルにします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
例：
Router> enable

ステップ 2

show pfr master traffic-class [access-list access-list-name| application application-name[prefix] | inside |
learned[delay | inside | list list-name| throughput] | prefix prefix| prefix-list prefix-list-name] [active| passive| status]
[detail]
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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
トラフィック クラスおよび学習リストの情報の表示とリセット

このコマンドは、学習済みのトラフィック クラス、または PfR 学習リスト コンフィギュレーション モー
ドで手動設定されたトラフィック クラスに関する情報を表示するために使用されます。
例：
Router# show pfr master traffic-class
OER Prefix Statistics:
Pas - Passive, Act - Active, S - Short term, L - Long term, Dly - Delay (ms),
P - Percentage below threshold, Jit - Jitter (ms),
MOS - Mean Opinion Score
Los - Packet Loss (packets-per-million), Un - Unreachable (flows-per-million),
E - Egress, I - Ingress, Bw - Bandwidth (kbps), N - Not applicable
U - unknown, * - uncontrolled, + - control more specific, @ - active probe all
# - Prefix monitor mode is Special, & - Blackholed Prefix
% - Force Next-Hop, ^ - Prefix is denied
DstPrefix

Appl_ID Dscp Prot
SrcPort
DstPort SrcPrefix
Flags
State
Time
CurrBR CurrI/F Protocol
PasSDly PasLDly
PasSUn
PasLUn PasSLos PasLLos
EBw
IBw
ActSDly ActLDly
ActSUn
ActLUn ActSJit ActPMOS
-------------------------------------------------------------------------------10.1.1.0/24
N defa
N
N
N N
#
OOPOLICY
32
10.11.1.3 Gi0/0/1
BGP
N
N
N
N
N
N
N
IBwN
130
134
0
0
N
N

ステップ 3

show pfr master learn list [list-name]
このコマンドは、設定された PfR 学習リストの 1 つまたはすべてを表示するために使用されます。 この
例では、2 つの学習リストに関する情報が表示されます。
例：
Router# show pfr master learn list
Learn-List LIST1 10
Configuration:
Application: ftp
Aggregation-type: bgp
Learn type: thruput
Policies assigned: 8 10
Stats:
Application Count: 0
Application Learned:
Learn-List LIST2 20
Configuration:
Application: telnet
Aggregation-type: prefix-length 24
Learn type: thruput
Policies assigned: 5 20
Stats:
Application Count: 2
Application Learned:
Appl Prefix 10.1.5.0/24 telnet
Appl Prefix 10.1.5.16/28 telnet

ステップ 4

clear pfr master traffic-class [access-list access-list-name| application application-name[prefix]| inside |
learned[delay | inside | list list-name| throughput]| prefix prefix| prefix-list prefix-list-name]
このコマンドは、PfR の制御対象トラフィック クラスをマスター コントローラ データベースからクリア
するために使用されます。 次の例では、Telnet アプリケーションおよび 10.1.1.0/24 プレフィックスによっ
て定義されたトラフィック クラスがクリアされます。
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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
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 マッピングの設定例

例：
Router# clear pfr master traffic-class application telnet 10.1.1.0/24

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 マッピングの設定例
スタティック アプリケーション マッピングを使用してトラフィック
クラスを自動的に学習するための学習リストの定義例
次の例では、スタティック アプリケーション マッピングを使用してアプリケーション トラフィッ
ク クラスが定義されます。 この例では、次の 2 つの PfR 学習リストが定義されます。
• LEARN_REMOTE_LOGIN_TC：Telnet および SSH で表されるリモート ログイン トラフィッ
ク。
• LEARN_FILE_TRANSFER_TC：FTP で表され、10.0.0.0/8 プレフィックスによってフィルタ
リングされるファイル転送トラフィック。
目的は、1 つのポリシー（POLICY_REMOTE）を使用してリモート ログイン トラフィックを最適
化することと、別のポリシー（POLICY_FILE）を使用してファイル転送トラフィックを最適化す
ることです。次のタスクでは、最高遅延に基づいたトラフィッククラスの学習が設定されます。
policy-rules（PfR）コマンドは、リモート トラフィック クラスの学習リストをアクティブ化しま
す。 ファイル転送トラフィック クラスをアクティブ化するには、policy-rules（PfR）コマンドを
使用して、POLICY_REMOTE マップ名を POLICY_FILE マップ名に置き換えます。
ip prefix-list INCLUDE_10_NET 10.0.0.0/8
pfr master
policy-rules POLICY_REMOTE 10
learn
list seq 10 refname LEARN_REMOTE_LOGIN_TC
traffic-class application telnet ssh
aggregation-type prefix-length 24
delay
exit
list seq 20 refname LEARN_FILE_TRANSFER_TC
traffic-class application ftp filter INCLUDE_10_NET
aggregation-type prefix-length 24
delay
exit
exit
pfr-map POLICY_REMOTE 10
match pfr learn list LEARN_REMOTE_LOGIN_TC
exit
pfr-map POLICY_FILE 20
match pfr learn list LEARN_FILE_TRANSFER_TC
end

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）
17

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
自動的に学習されたプレフィックスベースのトラフィック クラスの学習リストの定義例

自動的に学習されたプレフィックスベースのトラフィッククラスの学
習リストの定義例
マスターコントローラ上で設定された次の例では、プレフィックスリストだけに基づいて自動的
に学習されたトラフィック クラスを含む学習リストが定義されます。 この例では、3 つの支社が
あり、支社 A および B へのすべてのトラフィックを 1 つのポリシー（Policy1）を使用して最適化
し、支社 C へのトラフィックを別のポリシー（Policy2）を使用して最適化することが目的です。
支社 A は、10.1.0.0./16 に一致するすべてのプレフィックスとして定義され、支社 B は、10.2.0.0./16
に一致するすべてのプレフィックスとして定義されます。支社 C は、10.3.0.0./16 に一致するすべ
てのプレフィックスとして定義されます。
次のタスクでは、最高アウトバウンド スループットに基づいたプレフィックスの学習が設定され
ます。 policy-rules（PfR）コマンドは、支社 A および B 用に設定されたトラフィック クラス学習
リストをアクティブ化します。
ip prefix-list BRANCH_A_B permit seq 10 10.1.0.0/16
ip prefix-list BRANCH_A_B permit seq 20 10.2.0.0/16
ip prefix-list BRANCH_C permit seq 30 10.3.0.0/16
pfr master
policy-rules POLICY1
learn
list seq 10 refname LEARN_BRANCH_A_B
traffic-class prefix-list BRANCH_A_B
throughput
exit
list seq 20 refname LEARN_BRANCH_C
traffic-class prefix-list BRANCH_C
throughput
exit
exit
exit
pfr-map POLICY1 10
match pfr learn list LEARN_BRANCH_A_B
exit
pfr-map POLICY2 10
match pfr learn list LEARN_BRANCH_C
end

アクセス リストを使用して自動的に学習されたアプリケーション ト
ラフィック クラスの学習リストの定義例
次の例では、カスタム アプリケーション トラフィック クラスを定義するアクセス リストが作成
されます。 この例のカスタム アプリケーションは、次の 4 つの基準で構成されます。
• 宛先ポート 500 上のすべての TCP トラフィック
• 700 ～ 750 の範囲のポート上のすべての TCP トラフィック
• 送信元ポート 400 上のすべての UDP トラフィック
• ef の DSCP ビットでマーキングされた、すべての IP パケット
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ここでの目的は、POLICY_CUSTOM_APP という名前の PfR ポリシー内で参照されている学習リ
ストを使用して、カスタム アプリケーション トラフィックを最適化することです。 次のタスク
では、最高アウトバウンドスループットに基づいたトラフィッククラスの学習が設定されます。
policy-rules（PfR）コマンドは、カスタム アプリケーション トラフィック クラスの学習リストを
アクティブ化します。
ip access-list extended USER_DEFINED_TC
permit tcp any any 500
permit tcp any any range 700 750
permit udp any eq 400 any
permit ip any any dscp ef
exit
pfr master
policy-rules POLICY_CUSTOM_APP
learn
list seq 10 refname CUSTOM_APPLICATION_TC
traffic-class access-list USER_DEFINED_TC
aggregation-type prefix-length 24
throughput
exit
exit
exit
pfr-map POLICY_CUSTOM_APP 10
match pfr learn list CUSTOM_APPLICATION_TC
end

スタティック アプリケーション マッピングを使用した、トラフィッ
ク クラスの手動選択例
次に、グローバル コンフィギュレーション モードで開始し、Telnet または Secure Shell として定
義され、10.1.1.0/24 ネットワーク、10.1.2.0/24 ネットワーク、および 172.16.1.0/24 ネットワークの
プレフィックスを宛先とするアプリケーション トラフィックを含めるように PfR マップを設定す
る例を示します。
ip prefix-list LIST1
ip prefix-list LIST1
ip prefix-list LIST1
pfr-map PREFIXES 10
match traffic-class
end

permit 10.1.1.0/24
permit 10.1.2.0/24
permit 172.16.1.0/24
application telnet ssh prefix-list LIST1

プレフィックス
リストを使用した、プレフィックスベースのトラフィッ
ク クラスの手動選択例
次の例は、マスターコントローラ上で設定されます。トラフィッククラスが、送信先プレフィッ
クスだけに基づいて手動で選択されます。次のタスクは、トラフィッククラスに選択する送信先
プレフィックスが判明している場合に実行します。 送信先プレフィックスを定義するために IP プ
レフィックス リストが作成され、PfR マップを使用してこのトラフィック クラスのプロファイリ
ングが行われます。
ip prefix-list PREFIX_TC permit 10.1.1.0/24
ip prefix-list PREFIX_TC permit 10.1.2.0/24
ip prefix-list PREFIX_TC permit 172.16.1.0/24
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pfr-map PREFIX_MAP 10
match traffic-class prefix-list PREFIX_TC
end

アクセス リストを使用したアプリケーション トラフィック クラスの
手動選択例
次の例は、マスター コントローラ上で設定されます。トラフィック クラスが、アクセス リスト
を使用して手動で選択されます。 アクセス リストの各エントリは、トラフィック クラスであり、
送信先プレフィックスが必ず含まれています。他の省略可能なパラメータが含まれていることも
あります。
ip access-list extended ACCESS_TC
permit tcp any 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 500
permit tcp any 172.17.1.0 0.0.255.255 eq 500
permit tcp any 172.17.1.0 0.0.255.255 range 700 750
permit tcp 192.168.1.1 0.0.0.0 10.1.2.0 0.0.0.255 eq 800any any dscp ef
exit
pfr-map ACCESS_MAP 10
match traffic-class access-list ACCESS_TC

その他の関連資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

Cisco IOS PfR のコマンド：コマンド構文の詳 『Cisco IOS Performance Routing Command
細、コマンド モード、コマンド履歴、デフォル Reference』
ト設定、使用上の注意事項、および例
Cisco IOS XE Release での基本的な PfR 設定

「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 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 ルーティング境界ルータ専用
機能」モジュール

Cisco IOS XE Release のパフォーマンス ルーティ 「パフォーマンス ルーティングの理解」モ
ングの運用フェーズを理解するために必要な概 ジュール
念
Cisco IOS XE Release でのアドバンスド PfR 設
定

「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

IP SLA の概要

「Cisco IOS IP SLAs Overview」モジュール
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関連項目

マニュアル タイトル

シスコの DocWiki コラボレーション環境の PfR PfR:Home
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

MIB のリンク

• CISCO-PFR-MIB
• CISCO-PFR-TRAPS-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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポートおよびドキュメンテーション http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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使用したスタティックア
プリケーション マッピングの機能情報
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。
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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。
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表 2：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 マッピングの機能情報

機能名

リリース

OER：スタティックアプリケー Cisco IOS XE Release 3.3S
ション マッピングを使用した
アプリケーション アウェア
ルーティング

機能の設定情報
OER：スタティックアプリケー
ション マッピングを使用した
アプリケーション アウェア
ルーティング機能により、1 つ
のキーワードだけを使用して標
準アプリケーションを設定でき
るようになりました。 この機
能により、学習リストにプロ
ファイリングされたトラフィッ
ク クラスにパフォーマンス
ルーティング（PfR）ポリシー
を適用できる学習リスト コン
フィギュレーション モードも
導入されました。 異なるポリ
シーを各学習リストに適用でき
ます。 PfR が自動的に学習でき
るトラフィック クラス、また
は手動で設定するトラフィック
クラスの設定を容易にするた
め、traffic-class コマンドおよ
び match traffic-class コマンド
が新たに導入されました。
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。
clear pfr master traffic-class、
count (PfR)、delay (PfR)、list
(PfR)、match traffic-class
access-list (PfR)、match
traffic-class application (PfR)、
match traffic-class prefix-list
(PfR)、show pfr border defined
application、show pfr master
defined application、show pfr
master learn list、show pfr
master traffic-class、throughput
(PfR)、traffic-class access-list
(PfR)、traffic-class application
(PfR)、 traffic-class prefix-list
(PfR)。
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