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
このモジュールでは、音質メトリック、ジッター、平均オピニオン評点（MOS）に基づいた音声
トラフィックのアウトバウンド最適化をサポートするパフォーマンス ルーティング（PfR）ソ
リューションについて説明します。 ジッターおよび MOS は、音声トラフィック向けの重要な定
量的品質メトリックであり、これらの音質メトリックは PfR アクティブ プローブを使用して測
定します。
PfR は、ネットワーク間の複数の接続に対し、自動ルート最適化と負荷分散を行います。 PfR
は、IP トラフィックを監視してから、プレフィックスのパフォーマンス、リンクの負荷分散、リ
ンク帯域幅の金銭的コスト、およびトラフィック タイプに基づいてポリシーとルールを定義で
きる、統合型の Cisco IOS ソリューションです。 PfR は、アクティブ モニタリング システム、
パッシブ モニタリング システム、障害のダイナミック検出、およびパスの自動修正を実行でき
ます。 PfR を導入することによって、インテリジェントな負荷分散や、企業ネットワーク内での
最適なルート選択が可能になります。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• 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の前提条件, 2 ページ
• 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に関する情報, 2 ページ
• 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の設定方法, 6 ページ
• 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の設定例, 17 ページ
• その他の関連資料, 20 ページ
• 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
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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。
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。

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最
適化の前提条件
音声トラフィックの PfR 最適化を実装する前に、PfR の動作原理と PfR ネットワーク コンポーネ
ントのセットアップ方法を理解しておく必要があります。 詳細については、「パフォーマンス
ルーティングの理解」、「ベーシックパフォーマンスルーティングの設定」、および「アドバン
スド パフォーマンス ルーティングの設定」のモジュールを参照してください。

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最
適化に関する情報
IP ネットワークの音声品質
IP ネットワークで伝送される音声パケットとデータ パケットに違いはありません。 旧来の公衆電
話回線（POTS）では、音声トラフィックは定義済みのパスを使用して回線交換網で伝送され、通
話中、各電話コールに専用の接続が割り当てられます。 POTS を使用する音声トラフィックには
リソースの競合に関する問題はありませんが、IP ネットワーク経由の音声トラフィックでは、遅
延、ジッター、パケット損失など、通話品質に影響を与える要因に対処する必要があります。
遅延
音声パケットの遅延（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。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。
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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。 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。 Voice
over IP（VoIP）など遅延に影響されやすいネットワークでは、正のジッター値は望ましくありま
せん。0 のジッター値が理想的です。
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。
平均オピニオン評点（MOS）
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 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。

PfR で使用されるプローブ
PfR はいくつかの IP SLA プローブを使用して、判断に必要なデータの収集に役立てます。
Cisco IOS IP SLA
Cisco IOS 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、『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide』を参照してください。
PfR で使用されるアクティブ プローブ タイプ
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
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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。
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。
プローブの頻度
デフォルトでは、PfR で使用されるプローブの頻度は 60 秒に設定されています。ただし、2 つの
プローブ間の時間間隔を短く設定することで、ポリシーごとにこ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、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。

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
アクティブ プローブを使用して音声トラフィックを最適化するように PfR を設定するには、いく
つかの決定を行ったあと、派生タスクを実行します。最初のステップでは、最適化するトラフィッ
クを識別し、プレフィックスリストまたはアクセスリストのいずれを使用するかを決定します。
プレフィックス リストは、特定の送信先プレフィックスのセットを持つすべてのトラフィック
（音声トラフィックも含む）を識別するために使用します。アクセスリストは、特定の送信先プ
レフィックスを持ち、特定のプロトコル経由で伝送される音声トラフィックだけを識別するため
に使用します。
音声トラフィック最適化の 2 番目のステップでは、active-probe コマンドまたは set active-probe
コマンドを使用してアクティブプローブを設定し、使用するアクティブプローブのタイプを指定
します。 PfR では、アクティブ プローブに強制ターゲット割り当てを設定することもできます。
音声最適化の最後のステップでは、PfR ポリシーを設定し、PfR で識別されたトラフィックに適用
するパフォーマンス メトリックを指定します。

PfR 音声パフォーマンス メトリック
PfR 音声トラフィック最適化は、音声パフォーマンス メトリック、遅延、パケット損失、および
MOS に基づいた音声トラフィックのアウトバウンド最適化をサポートします。 遅延、パケット損
失、ジッター、および MOS は、音声トラフィック用の重要な定量的品質メトリックで、PfR アク
ティブ プローブを使用してこれらの音質メトリックが測定されます。 IP SLA ジッター プローブ
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は PfR と統合されて、遅延およびパケット損失のほか、ジッター（送信元から宛先まで）と MOS
スコアを測定します。 ジッター プローブでは、UDP エコー プローブの場合と同様に、リモート
サイドの応答が必要です。 PfR に IP SLA ジッター プローブ タイプを統合することで、PfR の音
声トラフィック最適化機能が向上します。 PfR ポリシーでは、音声パフォーマンス メトリック
（遅延、パケット損失、ジッター、MOS）にしきい値とプライオリティ値を設定できます。
ジッターを測定するように PfR ポリシーを設定する場合は、しきい値だけを指定し、（その他の
PfR 機能で使用される）相対的変化は指定しません。これは、音声トラフィックでは、ジッター
の相対的変化は意味を持たないからです。 たとえば、ジッターが 5 ミリ秒から 25 ミリ秒に変化
するのと、15 ミリ秒から 25 ミリ秒に変化するのとでは、音声品質の低下という観点でいえば違
いはありません。 短期間の平均（最後の 5 プローブを測定）ジッターがジッターしきい値よりも
高い場合、そのプレフィックスはジッターによるポリシー違反状態であると見なされます。 この
場合、PfR はすべての出口をプローブし、ジッターが最も少ない出口が最良出口として選択され
ます。
MOS は、さまざまな方法で機能します。 MOS の平均値は重要ではありませんが、MOS 値が MOS
しきい値を下回る回数は重要な意味を持ちます。 たとえば、MOS しきい値が 3.85 に設定され、
10 回のうち 3 回の MOS 測定で測定値が 3.85 の MOS しきい値を下回った場合、MOS 低カウント
率は 30 % です。 show コマンドの出力では、アクティブに監視された MOS パケットの数が、し
きい値を下回った割合と共に ActPMOS フィールドに表示されます。 MOS 測定値がしきい値をわ
ずかに下回っている場合は、この割合が切り捨てられて 0 の ActPMOS 値が表示されることがあり
ます。 MOS 測定が設定されたポリシーを PfR が実行する場合は、MOS しきい値と MOS 低カウ
ント率の両方が考慮されます。 短期間（最後の 5 プローブの平均）の MOS 低カウント率が、設
定された MOS 低カウント率よりも高い場合、プレフィックスはポリシー違反状態であると見なさ
れます。 この場合、PfR はすべての出口をプローブし、MOS 値が最も高い出口が最良出口として
選択されます。

PfR アクティブ プローブの強制ターゲット割り当て
OER テクノロジーの以前のリリースでは、PfR アクティブ プローブ ターゲットは最長一致プレ
フィックスに割り当てられます。 しかし、場合によっては送信先プレフィックスと一致しない
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ターゲットを使用することもありえます。 次の図の例は、最長一致プレフィックスを使用するよ
りも、PfR 強制ターゲット割り当てを設定するほうが適切なシナリオを示しています。
図 1：PfR 強制ターゲット割り当てシナリオ

前述の図では、ネットワーク 10.20.21.0/24 または 10.20.22.0/24 の IP アドレス 10.20.22.1 を（ネッ
トワークのエッジで）プローブします。 ネットワーク内でジッターが発生する可能性は少ないの
で、ネットワークのエッジをプローブすると、最終的な宛先のプローブとほぼ同等の測定値が得
られます。
強制ターゲット割り当てを使用すると、最長一致プレフィックスでなくても、プレフィックスの
グループまたはアプリケーションにターゲットを割り当てることができます。 ターゲットの割り
当てによって、エンド ホストへの遅延ではなく、ネットワークのエッジへの正確な遅延を判定で
きます。

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最
適化の設定方法
最適化するトラフィックの識別にプレフィックスリストとアクセスリストのいずれを使用するか
に応じて、次に示す 2 つのオプション タスクのいずれかを実行します。 3 つ目のタスクは、アク
セス リストを使用して識別されたトラフィックに使用できます。強制ターゲット割り当ての使用
方法もここで説明します。プレフィックスリストを使用して特定されるトラフィックで使用でき
る設定例については、「例：アクティブ プローブを使用したトラフィック（音声トラフィックを
含む）の最適化」を参照してください。
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プレフィックス リストを使用した PfR のトラフィックの識別
PfR を使用してトラフィックを測定するには、先にトラフィックを識別する必要があります。 プ
レフィックス リストを使用してこのタスクを実行し、PfR でプローブするトラフィックを識別し
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. exit

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}

IP プレフィックス リストを作成します。
• IP プレフィックス リストは、PfR マスター コントローラでモ
ニタリングするプレフィックスを手動で選択するために使用さ
れます。

例：
Router(config)# ip prefix-list
TRAFFIC_PFX_LIST seq 10 permit
10.20.21.0/24

• マスター コントローラは、正確なプレフィックス（/32）、所
定のプレフィックス長、または所定のプレフィックス長とそれ
よりも短いプレフィックス（/16 よりも短い /24 など）を監視
および制御できます。
• IP プレフィックス リストで指定されたプレフィックスは、
match ip address（PfR）コマンドを使用して PfR マップにイン
ポートします。
• 例では、10.20.21.0/24 サブネットからのプレフィックスを許可
する、TRAFFIC_PFX_LIST という名前の IP プレフィックス リ
ストが作成されます。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

exit

（任意）グローバル 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。

例：
Router(config)# exit

アクセスリストを使用して最適化する音声トラフィックを識別する方
法
音声トラフィックを測定するには、先に音声トラフィックを識別する必要があります。 アクセス
リストを使用してこのタスクを実行し、音声トラフィックを識別します。
音声トラフィックは、基本となる IP ネットワークでさまざまなプロトコルとストリームを使用し
ます。 次の図は、IP 経由の音声トラフィック伝送に使用できるプロトコル オプションを示してい
ます。 音声用シグナリング トラフィックの大半は TCP 経由で伝送されます。 大半の音声コール
は、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）および Real-Time Transport Protocol（RTP）経由で伝
送されます。 所定の範囲の宛先ポート番号を使用して音声コール トラフィックを UDP 経由で伝
送するように音声デバイスを設定できます。
図 2：音声トラフィックに使用できるプロトコル スタック オプション
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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
アクセス リストを使用して最適化する音声トラフィックを識別する方法

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip access-list {standard | extended} access-list-name
4. [sequence-number] permit udp source source-wildcard [operator [port]] destination destination-wildcard
[operator [port]] [precedence precedence] [tos tos] [ttl operator value] [log] [time-range time-range-name]
[fragments]
5. exit

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 access-list {standard | extended}
access-list-name

• PfR は、名前付きアクセス リストだけをサポートし
ます。

例：
Router(config)# ip access-list extended
VOICE_ACCESS_LIST

ステップ 4

IP アクセス リストを名前で定義します。

• この例では、VOICE_ACCESS_LIST という名前の拡
張 IP アクセス リストが作成されます。

[sequence-number] permit udp source
拡張アクセス リストを定義します。
source-wildcard [operator [port]] destination
• 任意のプロトコル、ポート、またはその他の IP パ
destination-wildcard [operator [port]]
ケット ヘッダー値を指定できます。
[precedence precedence] [tos tos] [ttl operator
value] [log] [time-range time-range-name]
• この例では、任意の送信元から 10.20.20.0/24 の送信
[fragments]
先プレフィックスに伝送される、宛先ポート番号
16384 ～ 32767 の UDP トラフィックをすべて識別す
例：
るように設定されます。 この特定の UDP トラフィッ
Router(config-ext-nacl)# permit udp any
クが最適化されます。
range 16384 32767 10.20.20.0 0.0.0.15
range 16384 32767
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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
ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

（任意）グローバル 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。

例：
Router(config)# exit

ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定
最適化するトラフィックを識別したら（この例では、アクセス リストを使用して音声トラフィッ
クを識別）、このタスクを実行して PfR ジッター プローブを設定し、ジッター プローブの結果を
割り当てて、識別されたトラフィックを最適化します。 この例で、PfR アクティブ音声プローブ
には、通常の最長一致割り当てターゲットではなく、PfR の強制ターゲットが割り当てられます。
ソース デバイスで PfR ジッター プローブを設定する前に、ターゲット デバイス（動作のターゲッ
ト）で IP SLA Responder をイネーブルにする必要があります。 IP SLA Responder を使用できるの
は、Cisco IOS ソフトウェアベースのデバイスだけです。 IP SLA Responder が稼働するネットワー
ク デバイスで次のタスクを開始します。

（注）

IP SLA Responder が稼働するデバイスは、PfR 用に設定されている必要はありません。

（注）

PfR マップで適用されたポリシーによって、グローバル ポリシーの設定が上書きされることは
ありません。

はじめる前に
このタスクを設定する前に、アクセス リストを使用して最適化する音声トラフィックを識別する
方法を実行します。
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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
ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip sla monitor responder
4. exit
5. PfR マスター コントローラになっているネットワーク デバイスに移動します。
6. enable
7. configure terminal
8. pfr-map map-name sequence-number
9. match ip address {access-list access-list-name| prefix-list prefix-list-name}
10. set active-probe probe-type ip-address [target-port number] [codec codec-name]
seconds
11. set probe frequency
12. set jitter threshold maximum
13. set mos {threshold minimum percent percent}
14. set resolve {cost priority value | delay priority value variance percentage | jitter priority value variance
percentage | loss priority value variance percentage | mos priority value variance percentage | range
priority value | utilization priority value variance percentage}
15. set resolve mos priority value variance percentage
16. set delay {relative percentage | threshold maximum}
17. exit
18. pfr master
19. policy-rules
20. end

map-name

21. show pfr master active-probes [appl| forced]
22. show pfr master policy {sequence-number|policy-name | default}

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
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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
ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ip sla monitor responder

IP SLA Responder をイネーブルにします。

例：
Router(config)# ip sla monitor
responder

ステップ 4

exit

グローバル 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。

例：
Router(config)# exit

ステップ 5

PfR マスター コントローラに -なっているネットワーク デバイ
スに移動します。

ステップ 6

enable
例：

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）。

Router> enable

ステップ 7

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 8

pfr-map map-name
sequence-number
例：
Router(config)# pfr-map
TARGET_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、選択した IP プ
レフィックスにポリシーを適用するように 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。
• deny 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 9 で match ip address (PfR) コマンドを使用して適用
します。
• 例では、TARGET_MAP という名前の PfR マップが作成されます。

ステップ 9

match ip address {access-list
access-list-name| prefix-list
prefix-list-name}

PfR マップ内の一致基準として拡張 IP アクセス リストまたは IP プレ
フィックスを参照します。
• 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。

例：
Router(config-pfr-map)# match
ip address access-list
VOICE_ACCESS_LIST

• 例では、VOICE_ACCESS_LIST という名前の IP アクセス リスト
が、PfR マップ内の一致基準として設定されます。 アクセス リス
トは「アクセス リストを使用して最適化する音声トラフィックを
識別する方法」タスクで作成されています。
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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
ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定

ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

set active-probe probe-type
ip-address [target-port number]
[codec codec-name]

set 句エントリを作成して、アクティブ プローブのターゲット プレフィッ
クスを割り当てます。
• プレフィックスのターゲット IP アドレスを指定し、インターネッ

例：
Router(config-pfr-map)# set
active-probe jitter 10.20.22.1
target-port 2000 codec g729a

ト制御メッセージ プロトコル（ICMP）エコー（ping）メッセージ
を使用してアクティブな監視を行うには、echo キーワードを使用
します。
• プレフィックスのターゲット IP アドレスを指定し、ジッター メッ
セージを使用してアクティブな監視を行うには、jitter キーワード
を使用します。
• プレフィックスのターゲット IP アドレスを指定し、インターネッ
ト制御メッセージ プロトコル（ICMP）エコー（ping）メッセージ
を使用してアクティブな監視を行うには、tcp-conn キーワードを使
用します。
• プレフィックスのターゲット IP アドレスを指定し、インターネッ
ト制御メッセージ プロトコル（ICMP）エコー（ping）メッセージ
を使用してアクティブな監視を行うには、udp-echo キーワードを
使用します。
• 例では、set 句エントリを作成し、ジッターを使用してアクティブ
に監視するプレフィックスのターゲット IP アドレスと特定のポー
ト番号を指定しています。

ステップ 11

set probe frequency

seconds set 句エントリを作成して、PfR アクティブ プローブの頻度を設定しま
す。

例：

• 指定した IP プレフィックスのアクティブ プローブ モニタリングの

Router(config-pfr-map)# set
probe frequency 10

間隔を秒単位で設定するには、seconds 引数を使用します。
• 例では、アクティブ プローブ頻度を 10 秒に設定する set 句を作成
しています。

ステップ 12

set jitter threshold maximum

set 句エントリを作成して、ジッターしきい値を設定します。
• 最大ジッター値をミリ秒単位で設定するには threshold キーワード

例：

を使用します。

Router(config-pfr-map)# set
jitter threshold 20

• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致するトラフィックのジッ
ターしきい値を 20 に設定する set 句を作成しています。
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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
ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定

ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

set mos {threshold minimum
percent percent}

set 句エントリを作成して、代替出口を選択するかどうかの判断に使用
される MOS しきい値および割合値を設定します。

例：
Router(config-pfr-map)# set
mos threshold 4.0 percent 30

• 最低 MOS 値を設定するには threshold キーワードを使用します。
• MOS しきい値を下回る MOS 値の割合を設定するには percent キー
ワードを使用します。
• PfR は、5 分間隔で記録された MOS しきい値を下回る MOS 値の割
合を計算します。 この割合値が、設定した割合値またはデフォル
ト値を上回る場合、マスター コントローラは代替出口リンクを検
索します。
• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致するトラフィックのし
きい値 MOS 値を 4.0 に設定し、割合値を 30% に設定する set 句を
作成しています。

ステップ 14

set resolve {cost priority value | set 句エントリを作成し、ポリシー プライオリティを設定するか、ポリ
delay priority value variance
シーの競合を解決します。
percentage | jitter priority value
• このコマンドは、同じプレフィックスに対して複数のポリシーが設
variance percentage | loss priority
value variance percentage | mos
定されている場合に、ポリシー タイプのプライオリティを設定す
priority value variance percentage
るために使用されます。 このコマンドが設定されている場合、最
| range priority value | utilization
高プライオリティのポリシーが選択されて、ポリシー決定を行いま
priority value variance
す。
percentage}
• プライオリティ値を指定するには、priority キーワードを使用しま
す。 1 という番号を設定すると、ポリシーに最高プライオリティが
例：
割り当てられます。 10 という番号を設定すると、最低プライオリ
Router(config-pfr-map)# set
resolve jitter priority 1
ティが割り当てられます。
variance 10

• 各ポリシーには、異なるプライオリティ番号を割り当てる必要があ
ります。
• ユーザ定義のポリシーに許容分散を設定するには、variance キー
ワードを使用します。 このキーワードでは、出口リンクまたはプ
レフィックスがユーザ定義のポリシー値と異なっても、まだ同等で
あると見なす許容割合が設定されます。
• 分散は、コストまたは範囲ポリシーには設定できません。
• 例では、音声トラフィックのジッター ポリシーのプライオリティ
を 1 に設定する set 句が作成されます。 プレフィックスがポリシー
違反と判定されるまでに、ジッター統計情報で 10 % の差異が許容
されるように分散が設定されます。
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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
ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定

ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

set resolve mos priority value
variance percentage

set 句エントリを作成し、ポリシー プライオリティを設定するか、ポリ
シーの競合を解決します。
• 例では、音声トラフィックの MOS ポリシーのプライオリティを 2

例：
Router(config-pfr-map)# set
resolve mos priority 2
variance 15

に設定する set 句が作成されます。 プレフィックスがポリシー違反
と判定されるまでに、MOS 値で 15 % の差異が許容されるように分
散が設定されます。
（注）

ステップ 16

set delay {relative percentage |
threshold maximum}

この例では、このタスクに適用可能な構文だけが使用されて
います。 詳細については、ステップ 14 を参照してください。

set 句エントリを作成して、遅延しきい値を設定します。
• 遅延しきい値は、相対割合または一致基準の絶対値として設定でき
ます。

例：
Router(config-pfr-map)# set
delay threshold 100

• 相対遅延割合を設定するには relative キーワードを使用します。 相
対遅延割合は、短期測定値および長期測定値の比較に基づいていま
す。
• 絶対最大遅延期間をミリ秒単位で設定するには threshold キーワー
ドを使用します。
• 例では、同じ PfR マップ シーケンスで一致するトラフィックの絶
対最大遅延しきい値を 100 ミリ秒に設定する set 句を設定していま
す。

ステップ 17

PfR マップ コンフィギュレーション モードを終了し、グローバル コン
フィギュレーション モードに戻ります。

exit
例：
Router(config-pfr-map)# exit

ステップ 18

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、
ルータをマスター コントローラとして設定します。

pfr master
例：

• マスター コントローラおよび境界ルータのプロセスを同じルータ

Router(config)# pfr master

ステップ 19

policy-rules

map-name

例：
Router(config-pfr-mc)#
policy-rules TARGET_MAP

上でイネーブルにできます（別個のサービス プロバイダーに 2 つ
の出口リンクを持つ 1 つのルータを含むネットワーク内など）。
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
プからマスター コントローラ コンフィギュレーションに設定を適用し
ます。
• 新しい PfR マップ名でこのコマンドを再入力すると、以前の設定が
ただちに上書きされます。 この動作は、定義済みの PfR 間での迅
速な選択および切り替えを可能にするように設計されています。
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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
ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定

コマンドまたはアクション

目的
• 例では、TARGET_MAP という名前の PfR マップから設定が適用さ
れます。

ステップ 20

end

PfR マスター コントローラ コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-pfr-mc)# end

ステップ 21

show pfr master active-probes
[appl| forced]
例：
Router# show pfr master
active-probes forced

PfR マスター コントローラ上のアクティブ プローブに関する接続情報
およびステータス情報を表示します。
• このコマンドからの出力には、アクティブ プローブのタイプおよ
び宛先、アクティブプローブのソースである境界ルータ、アクティ
ブプローブに使用されるターゲットプレフィックス、およびプロー
ブが学習済みだったか、または設定済みだったかが表示されます。
• 出力をフィルタリングして、マスター コントローラによって最適
化されるアプリケーションに関する情報を表示するには、appl キー
ワードを使用します。
• 割り当てられたすべての強制ターゲットを表示するには、forced
キーワードを使用します。
• 例では、強制ターゲット割り当てで設定された音声トラフィック用
に生成されたアクティブ プローブに関する接続情報およびステー
タス情報が表示されます。

ステップ 22

show pfr master policy
{sequence-number|policy-name |
default}
例：
Router# show pfr master policy
TARGET_MAP

PfR マスター コントローラ上のポリシー設定を表示します。
• PfR マップを設定して、出口リンクでの送信中に PfR が許可するパ
ケット損失の相対割合または最大数を指定するには、このコマンド
を使用します。 パケット損失がユーザ定義またはデフォルトの値
を超えると、マスター コントローラはその出口リンクをポリシー
違反であると判断します。
• 指定した PfR マップ シーケンスのポリシー設定を表示するには
sequence-number 引数を使用します。
• 指定した PfR ポリシー マップ名のポリシー設定を表示するには
policy-name 引数を使用します。
• デフォルトのポリシー設定だけを表示するには、default キーワー
ドを使用します。
• 例では、TARGET_MAP ポリシーで指定されたポリシー設定が表示
されます。
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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
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の設定例

コマンドまたはアクション

目的

例
次に、show pfr master active-probes forced コマンドからの出力例を示します。 出力はフィルタリ
ングされ、強制ターゲット割り当てで設定された音声トラフィック用に生成されたアクティブ プ
ローブに関する接続情報およびステータス情報だけが表示されます。
Router# show pfr master active-probes forced
OER Master Controller active-probes
Border
= Border Router running this Probe
Policy
= Forced target is configure under this policy
Type
= Probe Type
Target
= Target Address
TPort
= Target Port
N - Not applicable
The following Forced Probes are running:
Border
State
Policy
Type
Target
10.20.20.2
ACTIVE
40
jitter
10.20.22.1
10.20.21.3
ACTIVE
40
jitter
10.20.22.4

TPort
3050
3050

アクティブ プローブを使用した PfR 音声トラフィック最
適化の設定例
次の例に、アクセス リストを使用して、PfR で最適化する音声トラフィックだけを識別する方法
と、プレフィックス リストを使用して、PfR で最適化するトラフィック（音声トラフィックを含
む）を識別する方法を示します。

アクティブ プローブを使用した音声トラフィックだけの最適化例
次の図では、リモート オフィス ネットワークからの最良パスを選択するために、リモート オフィ
スから発信されて本社で終端する音声トラフィックを最適化する必要があります。 ネットワーク
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内で音声（トラフィック）品質が低下する可能性は少ないので、ネットワークのエッジをプロー
ブすると、最終的な宛先のプローブとほぼ同等の測定値が得られます。
図 3：アクティブ プローブを使用して音声トラフィックを最適化する PfR のネットワーク トポロジ

この設定は、最良パフォーマンス パスを使用するために音声トラフィックを最適化します。ただ
し、同じネットワーク（10.1.0.0/16）を宛先とするその他のすべてのトラフィックは、デバイス上
で設定された BGP などの従来型ルーティング プロトコルで指定された最良パスを通過します。
この最適化の一部として、PfR はポリシーベース ルーティング（PBR）を使用して、デバイス内
の音声トラフィックに最良出口リンクを設定します。
IP SLA Responder をイネーブルにするには、前述の図の本社ネットワークのエッジ ルータ R1 で
次のように設定します。
enable
configure terminal
ip sla responder
exit

アクティブプローブを使用して音声トラフィックを最適化するには、前述の図のリモートオフィ
ス ネットワークのエッジ ルータ MC/BR（PfR マスター コントローラであり、境界ルータでもあ
る）で次のように設定します。
enable
configure terminal
ip access-list extended Voice_Traffic
10 permit udp any 10.1.0.0 0.0.255.255 range 16384 32767
exit
pfr-map Voice_MAP 10
match ip address access-list Voice_Traffic
set active-probe jitter 10.1.1.1 target-port 1025 codec g711alaw
set delay threshold 300
set mos threshold 3.76 percent 30
set jitter threshold 15
set loss relative 5
resolve mos priority 1
resolve jitter priority 2
resolve delay priority 3
resolve loss priority 4
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アクティブプローブを使用したトラフィック（音声トラフィックを含
む）の最適化例
次の図では、本社ネットワークからリモートオフィスネットワークに向かうトラフィックを音声
トラフィックメトリックに基づいて最適化する必要があります。音声トラフィックは、本社から
リモート オフィス ネットワークに伝送される最も重要なトラフィック クラスのうちのひとつで
す。このため、音声トラフィックの最適化を優先する必要があります。 ネットワーク内で音声パ
ケットの品質が低下する可能性は少ないので、ネットワークのエッジをプローブすると、最終的
な宛先のプローブとほぼ同等の測定値が得られます。
図 4：アクティブ プローブを使用してすべてのトラフィックを最適化する PfR のネットワーク トポロジ

この設定では、音声トラフィックも含めて、10.12.0.0/16 ネットワークを宛先とするすべてのトラ
フィックが最適化されます。 PfR の最適化は、アクティブ プローブを使用した音声パフォーマン
ス メトリックの測定値としきい値に基づいて行われます。 最適化の一部として、PfR は BGP ルー
トまたはスタティック ルートを本社ネットワークに導入します。 BGP およびスタティック ルー
トの最適化については、「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。
IP SLA Responder をイネーブルにするには、前述の図のリモート オフィス ネットワークのエッジ
ルータ R1 で次のように設定します。
enable
configure terminal
ip sla responder
exit

アクティブ プローブを使用してすべてのトラフィック（音声トラフィックを含む）を最適化する
には、前述の図の本社ネットワークにあるいずれかの BR ルータで次のように設定します。
enable
configure terminal
ip prefix-list All_Traffic_Prefix permit 10.12.0.0/16
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その他の関連資料

pfr-map Traffic_MAP 10
match ip address prefix-list All_Traffic_Prefix
set active-probe jitter 10.12.1.1 target-port 1025 codec g711alaw
! port 1025 for the target probe is an example.
set delay threshold 300
set mos threshold 3.76 percent 30
set jitter threshold 15
set loss relative 5
resolve mos priority 1
resolve jitter priority 2
resolve delay priority 3
resolve loss priority 4

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

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
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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。

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。
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表 1：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の機能情報

機能名

リリース

機能情報

PfR 音声トラフィック最適化

Cisco IOS XE Release 3.3S

PfR 音声トラフィック最適化機
能は、音質メトリック、ジッ
ター、平均オピニオン評点
（MOS）に基づいた音声トラ
フィックのアウトバウンド最適
化をサポートします。ジッター
および MOS は、音声トラ
フィック向けの重要な定量的品
質メトリックであり、これらの
音質メトリックは PfR アクティ
ブ プローブを使用して測定し
ます。
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。
active-probe (PfR)、jitter
(PfR)、mos (PfR)、resolve
(PfR)、set active-probe (PfR)、
set jitter (PfR)、set mos (PfR)、
set probe (PfR)、set resolve
(PfR)、show pfr master
active-probes、show pfr master
policy、および show pfr master
prefix。
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