アドバンスドパフォーマンスルーティング
の設定
パフォーマンス ルーティング（PfR）マスター コントローラおよび境界ルータの設定後（「ベー
シック パフォーマンス ルーティングの設定」モジュールを参照）に PfR のすべての最適化機能
をアクティブ化するには、追加設定が必要です。 このモジュールには、PfR の各フェーズを表す
タスクおよび設定例が記載されているので、PfR の各フェーズの高度なオプションの一部の設定
方法を理解し、確認できます。
• 機能情報の確認, 1 ページ
• アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定の前提条件, 2 ページ
• アドバンスド パフォーマンス ルーティングの概要, 2 ページ
• アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法, 7 ページ
• アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定例, 56 ページ
• 関連情報, 67 ページ
• その他の関連資料, 67 ページ
• アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報, 68 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
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。
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アドバンスドパフォーマンスルーティングの設定の前提
条件
• このモジュールでは、マスター コントローラおよび境界ルータが Cisco IOS XE Release 3.3S
以降で稼働していることを前提としています。
• このモジュールのタスクを設定する前に、「ベーシック パフォーマンス ルーティングの設
定」モジュールを使用して、マスター コントローラおよび少なくとも 2 台の境界ルータを設
定する必要があります。
• このモジュールのタスクを設定する前に、「パフォーマンス ルーティングの理解」モジュー
ルに記載の概念についての知識が必要です。
• ネットワークでルーティング プロトコル ピアリングを確立するか、スタティック ルーティ
ングを設定してから、ルート制御モードをイネーブルにする必要があります。
境界ルータで内部ボーダー ゲートウェイ プロトコル（iBGP）を設定した場合は、BGP ピアリン
グを確立してネットワーク全体に一貫して適用するか、Interior Gateway Protocol（IGP）に再配布
する必要があります。 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）、Open Shortest Path First
（OSPF）、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）、またはルーティング情報プロトコ
ル（RIP）の各 IGP がサポートされています。
ネットワークに IGP が導入されている場合、redistribute コマンドを使用してスタティック ルート
の再配布を設定する必要があります（ただし、iBGP が設定されている場合は除きます）。 IGP ま
たはスタティック ルーティングが、PfR 管理のネットワーク全体に一貫して適用され、境界ルー
タがネットワークの一貫したビューを持つことも必要です。

注意

PfR スタティック ルートを IGP に再配布する際は、慎重に行う必要があります。 PfR によっ
て挿入されるルートは IGP のルートよりも限定度の高いルートになる傾向にあります。これら
のルートは PfR 境界ルータが出発点であるかのように表示されます。 ルーティング ループを
回避するためには、再配布された PfR スタティック ルートが、PfR 境界ルータまたは他のルー
タによって WAN 上でアドバタイズされないようにする必要があります。 PfR スタティック
ルートがアドバタイズされないようにするために、ルート フィルタリングおよびスタブ ネッ
トワーク設定を使用できます。 PfR スタティック ルートが PfR 外部インターフェイスを終端
とするルータに再配布された場合、ルーティング ループが発生することがあります。

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの概要
アドバンスド PfR を設定するには、次の概念を理解する必要があります。
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パフォーマンス ルーティングの概要
パフォーマンス ルーティング（PfR）はシスコの先進テクノロジーです。追加のサービスアビリ
ティパラメータを使用して従来のルーティングテクノロジーを補完して、最良の出力パスまたは
入力パスを選択できます。 PfR は、追加機能を使用して従来のルーティング テクノロジーを補完
します。 PfR は、到達可能性、遅延、コスト、ジッター、MOS スコアなどのパラメータに基づい
て、出力または入力の WAN インターフェイスを選択できます。または、負荷、スループット、
および金銭的コストなどのインターフェイスパラメータを使用することもできます。一般的に従
来のルーティング（たとえば、EIGRP、OSPF、Routing Information Protocol version 2（RIPv2）、
BGP など）では、最短または最小のコスト パスに基づいてループフリーのトポロジを作成するこ
とが重視されます。
PfR には、計測装置を使用する追加機能が備わっています。 PfR は、インターフェイス統計、Cisco
IP サービス レベル契約（SLA）（アクティブ モニタリング）、および NetFlow（パッシブ モニタ
リング）を使用します。 IP SLA または NetFlow に関する予備知識または経験は不要です。PfR
は、手動設定なしでこれらのテクノロジーを自動的にイネーブルにします。
Cisco パフォーマンス ルーティングは、到達可能性、遅延、コスト、ジッター、平均オピニオン
評点（MOS）などの、アプリケーション パフォーマンスに影響を与えるパラメータに基づいて、
出力または入力の WAN パスを選択します。 このテクノロジーでは、ロード バランシングを効率
化したり、WAN をアップグレードせずにアプリケーション パフォーマンスを向上させたりする
ことによって、ネットワーク コストを削減できます。
PfR は、IP トラフィック フローを監視してから、トラフィック クラ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。

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの導入
アドバンスド PfR は、Cisco IOS コマンドライン インターフェイス（CLI）設定を使用して Cisco
ルータ上で設定されます。 PfR インフラストラクチャには、クライアント-サーバ メッセージング
モードで通信が行われるパフォーマンス ルーティング プロトコルが含まれています。 PfR で使用
されるルーティング プロトコルは、マスター コントローラと呼ばれるネットワーク コントロー
ラと、境界ルータと呼ばれるパフォーマンスアウェアなデバイスとの間で実行されます。 このパ
フォーマンス ルーティング プロトコルは、ネットワーク パフォーマンス ループを作成します。
このネットワーク パフォーマンス ループでは、ネットワークが、最適化が必要なトラフィック
クラスのプロファイリング、識別したトラフィッククラスのパフォーマンスメトリックの測定と
監視、このトラフィッククラスへのポリシーの適用、および指定されたトラフィッククラスの最
良のパフォーマンス パスに基づくルーティングを行います。
PfR パフォーマンス ループは、プロファイル フェーズから始まり、測定、ポリシー適用、制御、
および確認の各フェーズが続きます。このフローは、確認フェーズ後にプロファイルフェーズに
戻って続行し、プロセスを通じてトラフィック クラスおよびサイクルをアップデートします。
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アドバンスド PfR では、次の各 PfR フェーズに対応するために設定タスクを行う必要があります。

プロファイル フェーズ
中規模から大規模のネットワークでは、何十万台ものルータがルーティング情報ベース（RIB）に
存在し、デバイスがトラフィックのルーティングを試みています。パフォーマンスルーティング
は一部のトラフィックを優先させる手段なので、RIB 内の全ルートのサブセットを選択してパ
フォーマンス ルーティング用に最適化する必要があります。 PfR は、自動学習または手動設定の
いずれかの方法でトラフィックをプロファイリングします。
• 自動学習：デバイスは、デバイスを通過するフローを学習し、遅延またはスループットが最
も高いフローを選択することによって、パフォーマンス ルーティング（最適化）の必要なト
ラフィックをプロファイリングします。
• 手動設定：学習に加えて、または学習の代わりに、トラフィック クラスにパフォーマンス
ルートを設定します。

測定フェーズ
パフォーマンス ルーティングの必要なトラフィックのプロファイリングが終わると、PfR は、こ
れらの個々のトラフィック クラスのパフォーマンス メトリックを測定します。 パフォーマンス
メトリックの測定には、パッシブ モニタリングとアクティブ モニタリングという 2 種類のメカニ
ズムがあり、1 つまたは両方のメカニズムをネットワークに導入して次のタスクを実行できます。
モニタリングとは、定期的な間隔で測定するアクションです。
パッシブモニタリングとは、フローがデータパス内のデバイスを通過するときにトラフィックの
パフォーマンス メトリックを測定するアクションです。 パッシブ モニタリングは NetFlow 機能
を使用しますが、一部のトラフィッククラスのパフォーマンスメトリック測定には使用できませ
ん。一部のハードウェアまたはソフトウェアに関する制約もあります。
アクティブ モニタリングは、IP サービス レベル契約（SLA）を使用して合成トラフィックを生成
し、監視対象のトラフィック クラスをエミュレートすることからなります。 合成トラフィック
は、実際のトラフィッククラスの代わりに測定されます。合成トラフィックのモニタリング結果
は、合成トラフィックで表されるトラフィッククラスをパフォーマンスルーティングするために
適用されます。
トラフィック クラスには、パッシブ モニタリング モードとアクティブ モニタリング モードの両
方を適用できます。 パッシブ モニタリング フェーズは、PfR ポリシーに準拠しないトラフィック
クラスのパフォーマンスを検出することがあります。次に、このトラフィック クラスにアクティ
ブモニタリングを適用して、代替パフォーマンスパスがある場合は、最良の代替パフォーマンス
パスを検出できます。
NetFlow または IP SLA 設定のサポートは、自動的にイネーブルになります。
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ポリシー適用フェーズ
最適化の対象となるトラフィック クラスのパフォーマンス メトリックを収集すると、PfR は、そ
の結果と、ポリシーとして設定された各メトリックに設定された低しきい値および高しきい値の
セットを比較します。 メトリックでは、その結果としてポリシーが境界値を越えた場合は、ポリ
シー違反（OOP）イベントになります。 結果は相対的に（実際の平均値からの偏差）、またはし
きい値ベースで（値の下限または上限、または両方の組み合わせ）比較されます。
PfR で定義できるポリシーは、トラフィック クラス ポリシーとリンク ポリシーの 2 種類です。
トラフィック クラス ポリシーは、プレフィックスまたはアプリケーションに対して定義されま
す。 リンク ポリシーは、ネットワーク エッジの出口リンクまたは入口リンクに対して定義され
ます。 どちらのタイプの PfR ポリシーも、OOP イベントを判断する基準を定義します。 ポリシー
は、すべてのトラフィッククラスに一連のポリシーが適用されるグローバルベース、またはトラ
フィック クラスの選択された（フィルタリングされた）リストに一連のポリシーが適用されるよ
り絞り込まれたベースで適用されます。
複数のポリシー、多数のパフォーマンスメトリックパラメータ、およびこれらのポリシーをトラ
フィック クラスに割り当てるさまざまな方法が存在するために、ポリシーの競合解決方法が作成
されました。デフォルトの裁定方法では、各パフォーマンスメトリック変数および各ポリシーに
指定されたデフォルトのプライオリティ レベルが使用されます。 異なるプライオリティ レベル
を設定して、すべてのポリシーまたは選択した一連のポリシーに対してデフォルトの裁定を上書
きするように設定できます。

施行フェーズ
パフォーマンス ループの PfR 施工フェーズ（制御フェーズとも呼ばれます）では、ネットワーク
のパフォーマンスが向上するようにトラフィックが制御されます。 トラフィックの制御に使用さ
れる方法は、トラフィックのクラスによって異なります。 プレフィックスだけを使用して定義さ
れるトラフィック クラスでは、従来のルーティングで使用されるプレフィックスの到達可能性情
報が操作されることがあります。 ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）または RIP などの
プロトコルは、ルートやその適切なコスト メトリックを導入または削除することによってプレ
フィックスの到達可能性情報をアナウンスしたり、削除したりするために使用されます。
プレフィックスおよび追加のパケット一致基準が指定されているアプリケーションによって定義
されるトラフィック クラスでは、PfR は従来のルーティング プロトコルを使用できません。これ
は、ルーティング プロトコルが、プレフィックスの到達可能性だけを伝達し、ネットワーク全体
ではなくデバイス固有の制御となるためです。 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。

確認フェーズ
PfR 施行フェーズ中にトラフィック クラスが OOP の場合、PfR は制御を導入して、OOP トラフィッ
ク クラスのトラフィックに影響を及ぼします（最適化します）。 スタティック ルートおよび BGP
ルートは、PfR によってネットワークに導入される制御の例です。 制御が導入されると、PfR は、
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最適化されたトラフィックがネットワーク エッジの優先出口リンクまたは優先入口リンクを経由
していることを確認します。 トラフィック クラスが OOP から変化しない場合、PfR は OOP トラ
フィッククラスのトラフィックの最適化に導入された制御をドロップし、ネットワークパフォー
マンス ループを繰り返します。

PfR アクティブ プローブのターゲットへの到達可能性
アクティブ プローブは境界ルータをソースとし、外部インターフェイスを介して送信されます
（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も、ない場合
もあります）。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。

ICMP エコー プローブ
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エンティティに通知することを推奨します。
アクティブ モニタリングがイネーブルの場合には、次のデフォルトが適用されます。
• トラフィック クラスが学習済みまたは集約されている場合、境界ルータは、アクティブ プ
ローブを行うために最大 5 個のホスト アドレスをトラフィック クラスから収集します。
• アクティブ プローブは、1 分間に 1 回送信されます。
• ICMP プローブは、学習済みのトラフィック クラスをアクティブに監視するために使用され
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。 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。
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MOS
平均オピニオン評点（MOS）は、PfR アクティブ プローブを使用して測定可能な音声トラフィッ
ク向けの定量的な品質メトリックです。 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 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。

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定方法
ここでは、次のタスクについて説明します。

プロファイリング フェーズのタスク
次のタスクは、PfR プロファイリング フェーズの要素の設定方法を示します。

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
アクセス リストを使用して PfR で自動的に学習されたトラフィック クラスを含む学習リストを定
義して、カスタマイズされたアプリケーション トラフィック クラスを作成するには、マスター
コントローラで次のタスクを実行します。 次のタスクでは、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。 アクセス リスト内のエントリごと
に 1 つのアプリケーションが定義されます。 次に学習リストが定義され、アクセス リストが適用
されます。集約方法が設定されます。 count（PfR）コマンドを使用すると、
LEARN_USER_DEFINED_TC という名前の学習リストに対する 1 回の学習セッションで 50 個のト
ラフィッククラスを学習できます。この学習リストに指定できるトラフィッククラスの最大数は
90 です。 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ます。
学習リストは PfR マップを使用してアクティブ化されます。このタスクの最後の方の手順では、
このタスクで定義した学習リストをアクティブ化しカスタムトラフィッククラスを作成するため
の、PfR マップの設定方法を示します。
プレフィックスリストを使用して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については、「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」の項を参照してください。
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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]] [dscp dscp-value]
5. 必要に応じて、追加のアクセス リスト エントリについてステップ 4 を繰り返します。
6. exit
7. pfr master
8. learn
number refname
refname
9. list seq
count
number
max
max-number
10.
11. traffic-class access-list access-list-name [filter prefix-list-name]
12. aggregation-type {bgp non-bgp prefix-length} prefix-mask
13. delay
14. exit
15. ステップ 14 を 2 回繰り返し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
16. pfr-map map-name sequence-number
17. match traffic-class access -list access-list-name
18. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

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

IP アクセス リストを名前で定義します。
• PfR は、名前付きアクセス リストだけをサポートします。
• 例では、USER_DEFINED_TC という名前の拡張 IP アクセス リ
ストが作成されます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

[sequence-number] permit udp source パケットが名前付き IP アクセス リストを通過できる条件を設定し
source-wildcard [operator [port]]
ます。
destination destination-wildcard
• 例では、任意の宛先または送信元から、および宛先ポート番
[operator [port]] [dscp dscp-value]
号 500 からのすべての伝送制御プロトコル（TCP）トラフィッ
クを識別するように設定されます。この特定のTCPトラフィッ
例：
クが最適化されます。
Router(config-ext-nacl)# permit
tcp any any 500

（注）

ステップ 5

必要に応じて、追加のアクセス リ -スト エントリについてステップ 4
を繰り返します。

ステップ 6

exit

次のタスクに適用される構文だけが記載されています。
詳細については、『Cisco IOS IP Application Services
Command Reference』を参照してください。

（任意）拡張アクセス リスト コンフィギュレーション モードを終
了して、グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Router(config-ext-nacl)# exit

ステップ 7

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。

pfr master
例：
Router(config)# pfr master

ステップ 8

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。

learn
例：
Router(config-pfr-mc)# learn

ステップ 9

list seq
refname

number refname

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

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

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_USER_DEFINED_TC という名前の学習リス
トが作成されます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 10

count number max

目的

max-number PfR 学習セッション中に学習されるトラフィック クラスの数を設定
します。

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)#
count 50 max 90

• 1 つの学習セッション中に、指定した学習リストについて学習
されるトラフィック クラスの数を指定するには、number 引数
を使用します。
• すべての学習セッション中に、指定した学習リストについて
学習されるトラフィック クラスの最大数を指定するには、max
キーワードおよび max-number 引数を使用します。
• 例では、LEARN_USER_DEFINED_TC という名前のリストに
ついて各学習セッションで 50 個のトラフィック クラスが学習
され、この学習リストについて合計で最大 90 個のトラフィッ
ク クラスが学習されるように指定されます。

ステップ 11

traffic-class access-list
access-list-name [filter
prefix-list-name]

アクセス リストを使用して PfR トラフィック クラスを定義します。
• トラフィック クラスを定義するための基準を含むアクセス リ
ストを指定するには、access-list-name 引数を使用します。

例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)#
traffic-class access-list
USER_DEFINED_TC

ステップ 12

aggregation-type {bgp non-bgp
prefix-length} prefix-mask
例：
Router(config-pfr-mc-learn-list)#
aggregation-type prefix-length
24

• 例では、USER_DEFINED_TC という名前のアクセス リストが
使用されて、トラフィック クラスが作成されます。

（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。
• bgp キーワードは、BGP ルーティング テーブル内のエントリ
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。
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コマンドまたはアクション

目的
• 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 13

最高遅延時間に基づいたプレフィックス学習をイネーブルにしま
す。

delay
例：

• Top Delay プレフィックスは、最高遅延時間から最低遅延時間

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

の順にソートされます。
• 例では、最高遅延に基づいたプレフィックス学習が設定され
ます。
（注）

ステップ 14

学習リスト内での自動 PfR 学習を設定するには、delay
（PfR）コマンドまたは throughput（PfR）コマンドのい
ずれかを指定できますが、これらのコマンドは、学習リ
スト コンフィギュレーション モードでは同時に使用でき
ません。

（任意）学習リスト 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-mc-learn-list)#
exit

ステップ 15

ステップ 14 を 2 回繰り返し、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 16

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
ACCESS_MAP 10

ます。
• permit シーケンスは最初に IP アクセス リストに定義してか
ら、ステップ 17 で match traffic-class access-list コマンドを使
用して適用します。
• 例では、ACCESS_MAP という名前の PfR マップが作成されま
す。

ステップ 17

match traffic-class access -list
access-list-name

PfR マップを使用して、トラフィック クラスの作成に使用される一
致基準として、アクセス リストを手動で設定します。
• 例では、USER_DEFINED_TC という名前の IP アクセス リスト

例：
Router(config-pfr-map)# match

で定義されている宛先アドレスを使用して、トラフィック ク
ラスが定義されます。
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コマンドまたはアクション

目的

traffic-class access-list
USER_DEFINED_TC

ステップ 18

学習リスト 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-pfr-mc-learn-list)#
end

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
送信先プレフィックスだけに基づいてトラフィッククラスを手動で選択するには、マスターコン
トローラで次のタスクを実行します。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。

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
6. match traffic-class prefix-list prefix-list-name
7. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

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、トラフィック クラスに選択される 172.16.1.0/24
送信先プレフィックスを指定する、PREFIX_TC という
名前のプレフィックス リストが作成されます。

例：
Router(config)# ip prefix-list
PREFIX_TC permit 172.16.1.0/24

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：

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

Router(config)# pfr-map PREFIX_MAP 10

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 prefix-list
コマンドを使用して適用します。
• 例では、PREFIX_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 prefix-list
prefix-list-name
例：

• 例では、PREFIX_TC という名前の IP プレフィックス リ

Router(config-pfr-map)# match
traffic-class prefix-list PREFIX_TC

ステップ 7

PfR マップを使用して、トラフィック クラスの作成に使用さ
れる一致基準として、プレフィックス リストを手動で設定し
ます。
ストで定義された宛先アドレスを使用してトラフィック
クラスが定義されます。
（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
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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]
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
Flags
PasSDly
ActSDly

Appl_ID Dscp Prot
SrcPort
State
Time
PasLDly
PasSUn
PasLUn PasSLos
ActLDly
ActSUn
ActLUn ActSJit

DstPort SrcPrefix
CurrBR CurrI/F Protocol
PasLLos
EBw
IBw
ActPMOS
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-------------------------------------------------------------------------------10.1.1.0/24
N defa
N
N
N N
#
OOPOLICY
32
10.11.1.3 Gi0/0/0
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。
例：
Router# clear pfr master traffic-class application telnet 10.1.1.0/24

測定フェーズのタスク
次のタスクは、PfR 測定フェーズの要素の設定方法を示します。

アウトバウンド トラフィックの PfR リンク使用率の変更
PfR の出口（アウトバウンド）リンク使用率のしきい値を変更するには、マスター コントローラ
で次のタスクを実行します。 境界ルータ用外部インターフェイスが設定されると、PfR は、境界
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ルータ上の外部リンク使用率を 20 秒ごとに自動的に監視します。 使用率はマスター コントロー
ラに報告されます。使用率が 75% を超えると、PfR はこのリンク上のトラフィック クラス用に別
の出口リンクを選択します。 キロバイト/秒（kbps）単位の絶対値または割合を指定できます。
着信トラフィックの測定の設定については、「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。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. pfr master
4. border ip-address [key-chain key-chain-name]
5. interface type number external
6. max-xmit-utilization {absolute kbps | percentage value
7. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

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

pfr master
例：

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ルータを設定し、グローバル処理および
ポリシーを設定します。

Router(config)# pfr master

ステップ 4

border ip-address [key-chain
key-chain-name]
例：
Router(config-pfr-mc)# border
10.1.1.2

PfR 管理境界ルータ コンフィギュレーション モードを開始して、境界
ルータとの通信を確立します。
• 境界ルータを識別するために、IP アドレスを設定します。
• PfR の管理対象ネットワークを作成するには、少なくとも 1 台の境
界ルータを指定する必要があります。 1 台のマスター コントロー
ラで制御できる境界ルータは、最大 10 台です。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 5

境界ルータが最初に設定されている場合は、key-chain キー
ワードおよび key-chain-name 引数を入力する必要があります。
ただし、既存の境界ルータを再設定する場合、このキーワー
ドは省略可能です。

interface type number external PfR 管理の外部インターフェイスとして境界ルータを設定し、PfR ボー
ダー出口インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま
例：
す。
Router(config-pfr-mc-br)#
interface GigabitEthernet
0/0/0 external

• 外部インターフェイスは、トラフィックの転送およびアクティブ
モニタリングに使用されます。
• PfR 管理のネットワークには、最低 2 つの外部境界ルータ インター
フェイスが必要です。 各境界ルータでは、少なくとも 1 つの外部
インターフェイスを設定する必要があります。 1 台のマスター コ
ントローラで制御できる外部インターフェイスは、最大 20 です。
（注）

ステップ 6

max-xmit-utilization {absolute 単一の PfR 管理の出口リンクの最大使用率を設定します。
kbps | percentage value
• PfR 管理の出口リンクでの絶対最大使用率を kbps 単位で指定する
には、absolute キーワードおよび kbps 引数を使用します。
例：
Router(config-pfr-mc-br-if)#
max-xmit-utilization
absolute 500000

ステップ 7

external キーワードまたは internal キーワードを指定せずに
interface（PfR）コマンドを入力すると、ルータは、PfR ボー
ダー出口コンフィギュレーション モードではなく、グローバ
ル コンフィギュレーション モードで開始されます。 アクティ
ブ インターフェイスがルータ設定から削除されないように、
このコマンドの no 形式は慎重に適用してください。

• 出口リンクの使用割合を指定するには、percentage キーワードおよ
び value 引数を使用します。
PfR ボーダー出口インターフェイス 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-mc-br-if)#
end

PfR 出口リンクの使用率範囲の変更
すべての境界ルータで出口リンクの最大使用率範囲のしきい値を変更するには、マスター コント
ローラで次のタスクを実行します。 デフォルトでは、PfR は境界ルータ上の外部リンクの使用率
を 20 秒ごとに自動監視し、境界ルータがマスター コントローラに使用率を報告します。 すべて
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の出口リンク間の使用率範囲が 20% を超えると、マスター コントローラは、一部のトラフィック
クラスを別の出口リンクに移動させることによって、トラフィック負荷の均等化を試みます。 最
大使用率の範囲は、割合として設定されます。
PfR は、最大使用率の範囲を使用して、出口リンクがポリシーに準拠しているかどうかを判断し
ます。 PfR は、過剰使用されている、またはポリシー違反の出口から、ポリシー準拠の出口にト
ラフィッククラスを移動することによって、すべての出口リンクでアウトバウンドトラフィック
を均等化します。

（注）

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。
着信トラフィックの測定の設定については、「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。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. pfr master
4. max-range-utilization

percent maximum

5. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

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

pfr master
例：

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ルータを設定し、グ
ローバル処理およびポリシーを設定します。

Router(config)# pfr master
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

max-range-utilization
maximum

すべての PfR 管理の出口リンクに最大使用率の範囲を設定しま
す。

percent

• すべての出口リンク間の最大使用率の範囲を指定するに

例：
Router(config-pfr-mc)#
max-range-utilization percent 25

は、percent キーワードおよび maximum 引数を使用しま
す。
• この例では、境界ルータ上のすべての出口リンク間の最大
使用率の範囲が 25% 以内になるように設定されます。

ステップ 5

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 モードに戻ります。

end
例：
Router(config-pfr-mc)# end

PfR パッシブ モニタリングの設定および確認
PfR 管理のネットワークが作成されているが、パッシブ モニタリングがディセーブルになること
もある場合、PfR は、デフォルトでパッシブ モニタリングをイネーブルにします。 パッシブ モニ
タリングを設定してから、パッシブ モニタリングが実行されていることを確認するには、次のタ
スクを使用します。 マスター コントローラで最初の 5 つの手順を実行し、次に境界ルータに移動
して、監視対象プレフィックスまたはアプリケーション トラフィック フローについて NetFlow で
収集されたパッシブ測定情報を表示します。 show コマンドは、アプリケーション トラフィック
が通過する境界ルータで入力します。 show コマンドは、任意の順番で入力できます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. pfr master
4. mode monitor

{active | both| fast| passive}

5. end
6. いずれかの境界ルータに移動します。
7. enable
8. show pfr border passive cache {learned[application| traffic-class]}
9. show pfr border passive prefixes
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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

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

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
ルータを設定し、グローバル処理およびポリシーを設定します。
例：
Router(config)# pfr master

ステップ 4

mode monitor {active | both| fast| passive}
PfR マスター コントローラでルート モニタリングまたはルート制御を設定します。 アクティブ モニタリ
ング、パッシブ モニタリング、またはアクティブ モニタリングとパッシブ モニタリングの両方を設定す
るには、monitor キーワードを使用します。 パッシブ モニタリングは、both キーワードまたは passive
キーワードのいずれかが指定されている場合にイネーブルになります。 この例では、パッシブ モニタリ
ングがイネーブルになります。
例：
Router(config-pfr-mc)# mode monitor passive

ステップ 5

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 モードに戻ります。
例：
Router(config-pfr-mc)# end

ステップ 6
ステップ 7

いずれかの境界ルータに移動します。
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）。
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例：
Router> enable

ステップ 8

show pfr border passive cache {learned[application| traffic-class]}
このコマンドは、PfR の監視対象プレフィックスおよびトラフィック フロー用の境界ルータから NetFlow
によって収集されたリアルタイムのパッシブ測定情報を表示するために使用します。 次の例では、PfR で
学習した監視対象アプリケーション トラフィック クラスに関する測定情報の表示に、learned キーワード
および application キーワードを使用しています。 音声トラフィックに関するこの例では、音声アプリケー
ション トラフィックは、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）、DSCP 値 ef、および範囲 3000 ～ 4000
のポート番号により特定されます。
例：
Router# show pfr border passive cache learned application
OER Learn Cache:
State is enabled
Measurement type: throughput, Duration: 2 min
Aggregation type: prefix-length, Prefix length: 24
4096 oer-flows per chunk,
8 chunks allocated, 32 max chunks,
5 allocated records, 32763 free records, 4588032 bytes allocated
Prefix
Mask
Pkts B/Pk Delay Samples
Active
Prot Dscp SrcPort
DstPort
Host1
Host2
Host3
Host4
Host5
dport1
dport2
dport3
dport4
dport5
10.1.3.0
/24
873
28
0
0
13.3
17
ef [1, 65535]
[3000, 4000]
10.1.3.1
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
3500
0
0
0
0
10.1.1.0
/24
7674
28
0
0
13.4
17
ef [1, 65535]
[3000, 4000]
10.1.1.1
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
3600
0
0
0
0

ステップ 9

show pfr border passive prefixes
このコマンドは、PfR の監視対象プレフィックスおよびトラフィック フローについて NetFlow によって収
集されたパッシブ測定情報を表示するのに使用されます。 次の出力は、show pfr border passive prefixes
コマンドが実行された境界ルータについて NetFlow によってパッシブ モニタリングが行われたプレフィッ
クスを示します。
例：
Router# show pfr border passive prefixes
OER Passive monitored prefixes:
Prefix
Mask
Match Type
10.1.5.0
/24
exact
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最長一致ターゲット割り当てを使用した PfR アクティブ プローブの設定
最長一致ターゲット割り当てを使用してアクティブ プローブを設定するには、マスター コント
ローラで次のタスクを実行します。 アクティブ モニタリングは、mode monitor active コマンドま
たは mode monitor both コマンドを使用した場合にイネーブルになります。アクティブ プローブ
のタイプは、active-probe（PfR）コマンドを使用して指定します。 アクティブ プローブは、特定
のホストまたはターゲット アドレスを使用して設定し、このアクティブ プローブはボード ルー
タをソースとします。アクティブプローブのソース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も、ない場合もあります。この例では、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がイネーブルであり、ターゲット IP アドレスの 10.1.5.1 は、
インターネット制御プロトコル（ICMP）のエコー（ping）メッセージを使用してアクティブに監
視されます。 次のタスクでは、IP SLA Responder をイネーブルにする必要はありません。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. pfr master
4. mode monitor {active | both | passive}
5. active-probe {echo ip-address | tcp-conn ip-address target-port number | udp-echo ip-address target-port
number}
6. 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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

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

pfr master
例：

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ルータを設定し、グローバル処理
およびポリシーを設定します。

Router(config)# pfr master

ステップ 4

mode monitor {active | both |
passive}

PfR マスター コントローラでルート モニタリングを設定します。
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コマンドまたはアクション

目的
• アクティブ モニタリング、パッシブ モニタリング、またはその
両方を設定するには、monitor キーワードを使用します。

例：
Router(config-pfr-mc)# mode
monitor both

ステップ 5

active-probe {echo ip-address |
tcp-conn ip-address target-port
number | udp-echo ip-address
target-port number}
例：

• 例では、アクティブ モニタリングとパッシブ モニタリングの両
方をイネーブルにします。
ターゲット プレフィックスのアクティブ プローブを設定します。
• アクティブ プローブは、パッシブ モニタリングだけを行った場
合よりも正確にターゲットプレフィックスの遅延およびジッター
を測定します。
• アクティブ プローブには、特定のホストまたはターゲット アド

Router(config-pfr-mc)#
active-probe echo 10.1.5.1

レスを設定する必要があります。
• アクティブ プローブは、PfR 管理の外部インターフェイスをソー
スとします。 この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も、ない場合もあります。
• UDP エコー プローブを設定する場合、または 23 以外のポート
番号で設定される TCP 接続プローブを設定する場合には、ター
ゲット デバイス上で対応するポート番号を持つリモート レスポ
ンダを設定する必要があります。 リモート レスポンダは、ip sla
monitor responder グローバル コンフィギュレーション コマンド
で設定します。

ステップ 6

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 モードに戻ります。

end
例：
Router(config-pfr-mc)# end

強制ターゲット割り当てを使用した PfR 音声プローブの設定
PfR ジッター プローブを使用してアクティブ モニタリングをイネーブルにするには、次のタスク
を実行します。この例では、監視対象トラフィックは音声トラフィックであり、アクセスリスト
を使用して識別されます。 アクティブ音声プローブは、通常の最長一致割り当てのターゲットで
はなく、PfR の強制ターゲットを割り当てられます。 このタスクでは、PfR プローブ頻度の変更
方法も示します。
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。
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（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。

はじめる前に
次のタスクを続行する前に、アクセス リストを定義する必要があります。 アクセス リストの例
およびアクティブ プローブを使用した音声トラフィックの設定の詳細については、「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」ソリューション モジュールを参照してくださ
い。

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 master
9. mode monitor {active | both | passive}
10. exit
11. pfr-map map-name sequence-number
12. match ip address {access-list access-list-name| prefix-list prefix-list-name}
13. set active-probe probe-type ip-address [target-port number] [codec codec-name] [dscp value]
seconds
14. set probe frequency
15. set jitter threshold maximum
16. set mos {threshold minimum percent percent}
17. set delay {relative percentage | threshold maximum}
18. end
19. show pfr master active-probes [appl| forced]

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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

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 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

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。

exit
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

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 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 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ルータを設定し、グローバル処理
およびポリシーを設定します。

pfr master
例：
Router(config)# pfr master

ステップ 9

mode monitor {active | both |
passive}

PfR マスター コントローラでルート モニタリングを設定します。
• アクティブ モニタリング、パッシブ モニタリング、またはその
両方を設定するには、monitor キーワードを使用します。

例：
Router(config-pfr-mc)# mode
monitor active

• 例では、アクティブ モニタリングがイネーブルになります。
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

exit

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、グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Router(config-pfr-mc)# exit

ステップ 11

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 12 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 12

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。
• 例では、VOICE_ACCESS_LIST という名前の IP アクセス リス

例：

トが、PfR マップ内の一致基準として設定されます。

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

ステップ 13

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

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。
• 4 種類のプローブ タイプ（echo、jitter、tcp-conn、または

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

udp-echo）のうち 1 つを指定するには、probe-type 引数を使用し
ます。
• 指定したタイプのプローブを使用して監視されるプレフィック
スのターゲット IP アドレスを指定するには、ip-address 引数を
使用します。
• アクティブ プローブの宛先ポート番号を指定するには、
target-port キーワードおよび number 引数を使用します。
• codec キーワードおよび codec-name 引数を使用するのは、ジッ
ター プローブ タイプだけです。 平均オピニオン評点（MOS）
の計算に使用されるコーデック値を指定します。 コーデック値
は、g711alaw、g711ulaw、または g729a のいずれかを指定しま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
• 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 14

set probe frequency

seconds

例：

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。
• 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

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

グの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 15

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

例：

ドを使用します。

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。

ステップ 16

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。
• 最低 MOS 値を設定するには threshold キーワードを使用します。

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

• 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 17

set delay {relative percentage |
threshold maximum}

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。
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コマンドまたはアクション

目的
• 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 18

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
ドを開始します。

end
例：
Router(config-pfr-map)# end

ステップ 19

show pfr master active-probes
[appl| 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

例：
Router# show pfr master
active-probes forced

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。

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
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The following Forced Probes are running:
Border
State
Policy
10.20.20.2
ACTIVE
40
10.20.21.3
ACTIVE
40

Type
jitter
jitter

Target
10.20.22.1
10.20.22.4

TPort
3050
3050

高速フェールオーバー用 PfR 音声プローブの設定
PfR ジッター プローブを使用して高速モニタリングをイネーブルにするには、次のタスクを実行
します。 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
ニタリングモードのプローブ頻度は、他のモニタリングモードよりも低く設定できます。これに
より、より迅速なフェールオーバー機能が可能になります。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。
高速フェールオーバー モニタリングは、パフォーマンス上の問題または輻輳したリンクに非常に
影響されやすいトラフィック クラス向けに設計されています。音声トラフィックは、ドロップさ
れたリンクに非常に影響されやすいトラフィックです。この例では、高速フェールオーバーモー
ドがイネーブルになり、IP プレフィックス リストを使用して監視対象の音声トラフィックが識別
されます。高速フェールオーバーモードで発生するオーバーヘッドを削減するために、アクティ
ブ音声プローブが PfR の強制ターゲットに割り当てられます。 PfR プローブ頻度は、2 秒に設定
されます。タスクテーブルの後の例の項では、タスクの手順で指定されたプレフィックスのポリ
シー設定を表示するために show pfr master prefix コマンドが使用されています。また、ロギング
出力では高速フェールオーバーが設定されていることを示されています。

（注）

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。
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。
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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. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network/length| permit network/length}
9. 必要に応じて、追加のプレフィックス リスト エントリについてステップ 4 を繰り返します。
10. pfr-map map-name sequence-number
11. match traffic-class prefix-list prefix-list-name
12. set mode monitor {active | both| fast| passive}
13. set jitter threshold maximum
14. set mos {threshold minimum percent percent}
15. set delay {relative percentage | threshold maximum}
16. set active-probe probe-type ip-address [target-port number] [codec codec-name] [dscp value]
17. set probe frequency seconds
18. end
19. show pfr master prefix [prefix[detail| policy| traceroute[exit-id| border-address| current]]]

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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

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 sla monitor responder

IP SLA Responder をイネーブルにします。

例：
Router(config)# ip sla monitor
responder
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

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

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 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

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。
• ここで指定する IP プレフィックス リストは PfR マップで使用
され、トラフィック クラスの宛先 IP アドレスを指定します。

例：

• 例では、VOICE_FAIL_LIST という名前の IP プレフィックス

Router(config)# ip prefix-list
VOICE_FAIL_LIST permit
10.1.0.0/24

リストが作成され、PfR で 10.1.0.0/24 プレフィックスのプロ
ファイリングが行われます。

ステップ 9

必要に応じて、追加のプレフィッ —
クス リスト エントリについてス
テップ 4 を繰り返します。

ステップ 10

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、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
例：
します。
Router(config)# pfr-map
FAST_FAIL_MAP 10

• 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。
• 例では、FAST_FAIL_MAP という名前の PfR マップが作成さ
れます。
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

match traffic-class prefix-list
prefix-list-name

PfR マップ内のトラフィック クラス一致基準として IP プレフィッ
クス リストを参照します。

例：

• 例では、VOICE_FAIL_LIST という名前の IP プレフィックス
リストが、PfR マップ内の一致基準として設定されます。

Router(config-pfr-map)# match
traffic-class prefix-list
VOICE_FAIL_LIST

ステップ 12

set mode monitor {active | both|
fast| passive}
例：
Router(config-pfr-map)# set mode
monitor fast

set 句エントリを作成して、PfR マスター コントローラでルート モ
ニタリングを設定します。
• アクティブ モニタリング、パッシブ モニタリング、またはそ
の両方を設定するには、monitor キーワードを使用します。
• 継続的なアクティブ モニタリングおよびパッシブ モニタリン
グがイネーブルである高速フェールオーバー モニタリング
モードを設定するには、fast キーワードを使用します。
• 例では、高速フェールオーバー モニタリングがイネーブルに
なります。

ステップ 13

set jitter threshold maximum
例：
Router(config-pfr-map)# set
jitter threshold 12

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
のジッターしきい値を 12 に設定する set 句が作成されます。

ステップ 14

set mos {threshold minimum 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
percent}
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 3.6 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 3.6 に設定し、割合値を 30% に設定する
set 句が作成されます。
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

set delay {relative percentage |
threshold maximum}

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
relative 50

• 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
の相対遅延割合を 50% に設定する set 句が作成されます。

ステップ 16

set active-probe probe-type
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
ip-address [target-port number] [codec フィックスを割り当てます。
codec-name] [dscp value]
• 4 種類のプローブ タイプ（echo、jitter、tcp-conn、または
udp-echo）のうち 1 つを指定するには、probe-type 引数を使用
例：
します。
Router(config-pfr-map)# set
active-probe jitter 10.120.120.1
target-port 20 codec g729a

• 指定したタイプのプローブを使用して監視されるプレフィッ
クスのターゲット IP アドレスを指定するには、ip-address 引
数を使用します。
• アクティブ プローブの宛先ポート番号を指定するには、
target-port キーワードおよび number 引数を使用します。
• codec キーワードおよび codec-name 引数を使用するのは、ジッ
ター プローブ タイプだけです。 平均オピニオン評点（MOS）
の計算に使用されるコーデック値を指定します。 コーデック
値は、g711alaw、g711ulaw、または g729a のいずれかを指定し
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 17

set probe frequency seconds
例：

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。
• 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

Router(config-pfr-map)# set probe
frequency 2

ングの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 2 秒に設定する set 句が
作成されます。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 18

ステップ 12 で高速フェールオーバー モニタリング モー
ドがイネーブルになっているため、ここでは、4 秒未満
のプローブ頻度も設定可能です。

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
モードを開始します。

end
例：
Router(config-pfr-map)# end

ステップ 19

show pfr master prefix [prefix[detail| （任意）監視対象プレフィックスのステータスを表示します。
policy| traceroute[exit-id|
• prefix 引数は、IP アドレスおよびビット長マスクとして入力し
border-address| current]]]
ます。
例：

• 指定したプレフィックスのポリシー情報を表示するには、policy

Router# show pfr master prefix
10.1.1.0/24 policy

キーワードを使用します。
• 例では、10.1.1.0/24 プレフィックスのポリシー情報が表示され
ます。

例
次の例は、policy キーワードを使用してプレフィックスを指定したときの show pfr master prefix
コマンドからの出力です。このコマンドでは、10.1.1.0/24 プレフィックスに設定されたポリシー
が表示されます。 mode monitor は fast に設定されています。したがって、select-exit は自動的に
best に設定され、probe frequency を 2 に設定できます。
Router# show pfr master prefix 10.1.1.0/24 policy
* Overrides Default Policy Setting
pfr-map MAP 10
sequence no. 8444249301975040, provider id 1, provider priority 30
host priority 0, policy priority 10, Session id 0
match ip prefix-lists: VOICE_FAIL_LIST
backoff 90 90 90
delay relative 50
holddown 90
periodic 0
*probe frequency 2
mode route control
*mode monitor fast
*mode select-exit best
loss relative 10
*jitter threshold 12
mos threshold 3.60 percent 30
unreachable relative 50
next-hop not set
forwarding interface not set
resolve jitter priority 1 variance 10
resolve utilization priority 12 variance 20
Forced Assigned Target List:
active-probe jitter 10.120.120.1 target-port 20 codec g729a
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アクティブ プローブのソース アドレスの設定
アクティブプローブのソースインターフェイスを指定するには、境界ルータで次のタスクを実行
します。 アクティブ プローブのソース インターフェイスは、境界ルータ上で設定します。PfR 境
界ルータ コンフィギュレーション モードで、active-probe address source（PfR）を使用します。
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。
デフォルトの動作は、次のとおりです。
• このコマンドがイネーブルではない、または no 形式を入力した場合、ソース IP アドレスは、
アクティブ プローブを送信するデフォルトの PfR 外部インターフェイスから使用されます。
• 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。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. pfr border
4. active-probe address source interface type number
5. end
6. show pfr border active-probes

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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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

pfr border

PfR 境界ルータ コンフィギュレーション モードを開始し
て、ルータを境界ルータとして設定します。

例：
Router(config)# pfr border

ステップ 4

active-probe address source interface
type number
例：

境界ルータ上のインターフェイスをアクティブ プローブの
ソースとして設定します。
• 例では、GigabitEthernet 0/0/0 インターフェイスがソー
ス インターフェイスとして設定されます。

Router(config-pfr-br)# active-probe
address source interface
GigabitEthernet 0/0/0

ステップ 5

end

PfR 境界ルータ 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-br)# end

ステップ 6

show pfr border active-probes
例：
Router# show pfr border active-probes

PfR 境界ルータ上のアクティブ 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。
• このコマンドを使用すると、設定されたソース IP ア
ドレスを確認できます。

ポリシー適用フェーズのタスク
次のタスクは、PfR ポリシー適用フェーズの要素の設定方法を示します。

PfR ポリシーの設定および学習済みトラフィック クラスへの適用
PfR ポリシーを設定し、学習済みトラフィック クラスに適用するには、マスター コントローラで
次のタスクを実行します。 pfr master コマンドを使用して PfR マスター コントローラとしてルー
タを設定した後は、このタスクのほとんどのコマンドは省略可能です。 各ステップでは、グロー
バル ベースで学習済みトラフィック クラスに適用されるパフォーマンス ポリシーが設定されま
す。 この例では、PfR は、ポリシー準拠の最初の出口を選択するように設定されます。
次のタスクでは、一部の PfR タイマーが変更されます。 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。
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（注）

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。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. pfr master
4. backoff min-timer max-timer [step-timer]
5. delay {relative percentage | threshold maximum}
6. holddown timer
7. loss {relative average | threshold maximum}
8. periodic timer
9. unreachable {relative average | threshold maximum}
10. mode select-exit {best | good}}
11. end
12. 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

ステップ 3

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

pfr master
例：
Router(config)# pfr master
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

backoff min-timer max-timer （任意）バックオフ タイマーを設定して、ポリシー決定期間を調整しま
[step-timer]
す。
例：
Router(config-pfr-mc)#
backoff 400 4000 400

• 最低移行期間を秒単位で設定するには、min-timer 引数を使用します。
• トラフィック クラス エントリのポリシー要件を満たすリンクがない
場合に PfR がポリシー違反トラフィック クラスを保持する最大期間を
設定するには、max-timer 引数を使用します。
• step-timer 引数を使用すると、最大制限時間に達するまで最低タイマー
の期限が切れるたびに時間を追加するように PfR を任意で設定できま
す。

ステップ 5

delay {relative percentage |
threshold maximum}
例：
Router(config-pfr-mc)#
delay relative 80

（任意）遅延しきい値を相対割合または絶対値で設定します。
• 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。
• 設定した遅延しきい値を超えると、プレフィックスはポリシー違反に
なります。
• 例では、相対平均に基づいて 80% の遅延しきい値が設定されます。

ステップ 6

holddown timer
例：
Router(config-pfr-mc)#
holddown 600

（任意）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前に新しい出口の使用が必要な最低
期間を設定します。
• 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は、PfR は
ルート変更を実行できません。
• 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。
• 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ると、PfR
は、代替パスの検索プロセスを開始します。
• 例では、トラフィック クラス エントリのダンプニング タイマーが 600
秒に設定されます。

ステップ 7

loss {relative average |
threshold maximum}
例：

（任意）PfR がトラフィック クラス エントリに許可する相対パケット損失
または最大パケット損失を設定します。
• relative キーワードは、短期間のパケット損失割合および長期間のパ
ケット損失割合の比較に基づいてパケットの相対割合を設定します。

Router(config-pfr-mc)# loss
relative 20
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コマンドまたはアクション

目的
• threshold キーワードは、絶対パケット数（百万パケットあたりのパ
ケット数）を設定します。
• 例では、パケット損失の比較割合が 20% 以上の場合にマスター コン
トローラが新しい出口リンクを検索するように設定されます。

ステップ 8

periodic timer
例：

（任意）周期タイマーの期限が切れると、最良の出口リンクを定期的に選
択するように PfR を設定します。
• このコマンドがイネーブルの場合、マスター コントローラが定期的に

Router(config-pfr-mc)#
periodic 300

評価し、トラフィック クラスのポリシー決定を行います。
• 例では、周期タイマーが 300 秒に設定されます。 タイマーの期限が切
れると、PfR は最良の出口またはポリシー準拠の最初の出口のいずれ
かを選択します。
（注）

ステップ 9

このタイマーの期限が切れたときに PfR がポリシー準拠の最初の
出口を選択するか、利用可能な最良の出口を選択するかを決定す
るには、mode select-exit コマンドを使用します。

unreachable {relative average （任意）到達不能ホストの最大数を設定します。
| threshold maximum}
• このコマンドは、PfR がトラフィック エントリに許可する到達不能ホ
ストの相対割合または最大数（100万フローあたりのフロー数（fpm））
例：
を指定するために使用します。 到達不能ホストの絶対数または相対割
Router(config-pfr-mc)#
合がユーザ定義の値またはデフォルト値を超える場合、PfR はトラ
unreachable relative 10
フィック クラス エントリが OOP であると判断し、代替出口リンクを
検索します。
• 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、短期測定値および長期測定値
の比較に基づいています。
• 到達不能ホストの絶対最大数を fpm に基づいて設定するには threshold
キーワードを使用します。
• 例では、到達不能ホストの相対割合が 10% 以上の場合にトラフィック
クラス エントリの新しい出口リンクを検索するように PfR が設定され
ます。

ステップ 10

mode select-exit {best |
good}}

パフォーマンスまたはポリシーに基づいて、出口リンクを選択できるよう
にします。
• マスター コントローラが、best キーワードが入力されたときに利用可

例：
Router(config-pfr-mc)# mode
select-exit good

能な最良の出口を選択するか、good キーワードが入力されたときにポ
リシー準拠の最初の出口を選択するかを設定するには select-exit キー
ワードを使用します。
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

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 12

show pfr master policy
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。
[sequence-number|policy-name
• このコマンドの出力では、デフォルトのポリシーおよび任意で PfR
| default]
マップに設定されているポリシーが表示されます。
例：

• 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

Router# show pfr master
policy

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、デフォルトのポリシー設定および次のタスクの設定によって
更新されたポリシー設定が表示されます。

例
次に、show pfr master policy コマンドからの出力例を示します。 次のタスクの設定によって特定
のポリシー設定が上書きされた部分を除いて、デフォルトのポリシー設定が表示されます。
Router# show pfr master policy
Default Policy Settings:
backoff 400 4000 400
delay relative 80
holddown 600
periodic 300
probe frequency 56
mode route observe
mode monitor both
mode select-exit good
loss relative 20
unreachable relative 10
resolve delay priority 11 variance 20
resolve utilization priority 12 variance 20
*tag 0

学習済みプレフィックスの PfR 最適化の防止
PfR が指定した学習済みプレフィックスを最適化しないようにするために PfR ポリシーを設定お
よび適用するには、マスター コントローラで次のタスクを実行します。 次のタスクは、PfR 最適
化から除外する一部のプレフィックスが判明しているものの、これらのプレフィックスが PfR で
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自動的に学習される場合に便利です。 次のタスクでは、IP プレフィックス リストは、最適化され
ない異なるプレフィックスに対する 2 つのエントリで設定されます。 PfR マップは、1 つのシー
ケンスの 2 つのエントリで設定されます。これによって、プレフィックスは学習されますが、PfR
は、プレフィックス リストで指定したプレフィックスを最適化しなくなります。 PfR マップ エン
トリのシーケンス番号が逆方向になった場合、PfR はプレフィックスを学習し、プレフィックス
の最適化を試みます。

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. ip prefix-list list-name [seq seq-value] {deny network / length| permit network / length}
5. pfr-map map-name sequence-number
6. match ip address {access-list access-list-name| prefix-list prefix-list-name}
7. exit
8. pfr-map map-name sequence-number
9. match pfr learn {delay| inside| throughput}
10. 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] {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、マスター コントローラによるモ
ニタリング用のプレフィックスを手動で拒否する、または許可
するために使用されます。

例：
Router(config)# ip prefix-list
DENY_LIST deny 10.1.1.0/24

• 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）コマンドで PfR マップにインポートされま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
• 例では、10.1.1.0/24 サブネットからのプレフィックスだけを拒
否するエントリを含む IP プレフィックス リストが作成されま
す。

ステップ 4

ip prefix-list list-name [seq
seq-value] {deny network / length|
permit network / length}
例：
Router(config)# ip prefix-list
DENY_LIST deny 172.20.1.0/24

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、マスター コントローラによるモ
ニタリング用のプレフィックスを手動で拒否する、または許可
するために使用されます。
• 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）コマンドで PfR マップにインポートされま
す。
• 例では、172.20.1.0/24 サブネットからのプレフィックスだけを
拒否する IP プレフィックス エントリが作成されます。

ステップ 5

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、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
例：
ます。
Router(config)# pfr-map DENY_MAP
10

• 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 6 で match ip address（PfR）コマンドを使用し
て適用します。
• 例では、シーケンス番号が 10 の DENY_MAP という名前の PfR
マップが作成されます。

ステップ 6

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 リストを参照します。
• 例では、DENY_LIST という名前のプレフィックス リストが、

例：

PfR マップ内の一致基準として設定されます。

Router(config-pfr-map)# match ip
address prefix-list DENY_LIST

ステップ 7

exit

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。

例：
Router(config-pfr-map)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 8

目的

pfr-map map-name sequence-number PfR マップ エントリを入力します。
• 各 PfR マップ シーケンスには、match 句を 1 つだけ設定できま

例：

す。

Router(config)# pfr-map DENY_MAP
20

• 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、シーケンス番号が 20 の DENY_MAP という名前の PfR
マップの PfR マップ エントリを作成します。

ステップ 9

match pfr learn {delay| inside|
throughput}

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。
• PfR は、最高遅延または最高アウトバウンド スループットに基

例：

づいた内部プレフィックスまたはプレフィックスであるトラ
フィック クラスを学習するように設定できます。

Router(config-pfr-map)# match pfr
learn throughput

• 例では、最高スループットに基づいて学習されたトラフィック
クラスに一致する match 句エントリが作成されます。
ステップ 10

（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

PfR マップ用ポリシー ルールの設定
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す
るには、次のタスクを実行します。 policy-rules（PfR）コマンドを使用すると、定義済み PfR マッ
プ間の切り替えを容易に実行できます。

はじめる前に
少なくとも 1 つの PfR マップを設定しなければ、ポリシー ルールのサポートはイネーブルにでき
ません。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. pfr master
4. policy-rules

map-name

5. 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

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、グローバル プレフィックスおよび出口リンク ポリシーを設
定します。

pfr master
例：
Router(config)# pfr master

ステップ 4

policy-rules

map-name

例：
Router(config-pfr-mc)#
policy-rules TARGET_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。
• 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 5

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
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複数 PfR ポリシーの競合解決の設定
PfR 解決機能を使用して、最初に実行される PfR ポリシーに関する競合を回避するためのプライ
オリティをポリシーに割り当てるには、次のタスクを実行します。 各ポリシーに一意の値が割り
当てられ、最高値を設定されたポリシーが最高プライオリティとして選択されます。 デフォルト
では、遅延ポリシーに最高プライオリティが設定され、トラフィック負荷（使用率）ポリシーに
2 番目に高いプライオリティが設定されます。 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、デフォルト設定が上書きされます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. pfr master
4. resolve {cost priority value| delay priority value variance percentage | loss priority value variance
percentage | range priority value | utilization priority value variance percentage}
5. ステップ 4 を繰り返して、必要な各 PfR ポリシーにプライオリティを割り当てます。
6. 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

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
始します。

pfr master
例：
Router(config)# pfr master

ステップ 4

resolve {cost priority value| delay
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
priority value variance percentage | loss ます。
priority value variance percentage |
• 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
range priority value | utilization
priority value variance percentage}
シーが設定されている場合にプライオリティを設定するため
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コマンドまたはアクション

目的
に使用されます。 このコマンドが設定されている場合、最
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
行います。

例：
Router(config-pfr-mc)# resolve loss
priority 2 variance 10

• 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、最低プライオリティが割り当てられます。
• 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。
• 例では、損失ポリシーのプライオリティが、10% の分散で 2
に設定されます。
（注）

ステップ 5

ステップ 4 を繰り返して、必要な各 -PfR ポリシーにプライオリティを割
り当てます。

ステップ 6

end

範囲またはコスト ポリシーには分散を設定できませ
ん。

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

PfR マップを使用したブラック ホール ルーティングの設定
ヌルインターフェイスに転送されるパケット、つまり、「ブラックホール」に廃棄されるパケッ
トをフィルタリングするために PfR マップを設定するには、次のタスクを実行します。IP プレ
フィックスが、ネットワーク上の攻撃のソースとして識別されると、プレフィックス リストが設
定されます。 BGP など一部のプロトコルでは、ブラック ホール ルートの再配布が許可されます
が、他のプロトコルでは許可されません。
この省略可能なタスクを実行すると、ネットワーク上での攻撃を阻止したり、軽減したりできま
す。

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）
46

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定
ポリシー適用フェーズのタスク

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-map map-name sequence-number
5. match ip address {access-list access-list-name | prefix-list prefix-list-name}
6. set interface null0
7. 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] {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
BLACK_HOLE_LIST seq 10 permit
10.20.21.0/24

• 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。
• 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、BLACK_HOLE_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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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

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、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
例：
す。
Router(config)# pfr-map
BLACK_HOLE_MAP 10

• 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
から前のステップで match ip address（PfR）コマンドを使用し
て適用します。
• 例では、BLACK_HOLE_MAP という名前の PfR マップが作成
されます。

ステップ 5

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。
• 例では、PfR マップ内の一致基準として BLACK_HOLE_LIST
という名前の IP プレフィックス リストが、設定されます。

例：
Router(config-pfr-map)# match ip
address prefix-list
BLACK_HOLE_LIST

ステップ 6

set interface null0
例：

• 例では、BLACK_HOLE_LIST プレフィックス リストに一致す

Router(config-pfr-map)# set
interface null0

ステップ 7

set 句エントリを作成して、パケットをヌル インターフェイスに転
送します（つまり、パケットが廃棄されます）。
るパケットが廃棄されるように指定するための set 句エントリ
が作成されます。
（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

PfR マップを使用したシンクホール ルーティングの設定
PfR マップを設定して、ネクスト ホップに転送されるパケットをフィルタリングするには、次の
タスクを実行します。ネクストホップは、パケットの保存、分析、または廃棄を実行できるルー
タです（シンクホール アナロジー）。 IP プレフィックスがネットワーク上の攻撃のソースとして
識別されると、プレフィックス リストが設定されます。
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この省略可能なタスクを実行すると、ネットワーク上での攻撃を阻止したり、軽減したりできま
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. pfr-map map-name sequence-number
5. match ip address {access-list access-list-name | prefix-list prefix-list-name}
6. set next-hop ip-address
7. 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] {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
SINKHOLE_LIST seq 10 permit
10.20.21.0/24

• 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。
• 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、SINKHOLE_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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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

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、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
例：
ます。
Router(config-pfr-mc)# pfr-map
SINKHOLE_MAP 10

• 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
から前のステップで match ip address（PfR）コマンドを使用し
て適用します。
• 例では、SINKHOLE_MAP という名前の PfR マップが作成され
ます。

ステップ 5

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。
• 例では、PfR マップ内の一致基準として SINKHOLE_LIST とい
う名前の IP プレフィックス リストが設定されます。

例：
Router(config-pfr-map)# match ip
address prefix-list
SINKHOLE_LIST

ステップ 6

set next-hop ip-address
例：

• 例では、SINKHOLE_LIST プレフィックス リストに一致するパ

Router(config-pfr-map)# set
next-hop 10.20.21.6

ステップ 7

パケットがネクスト ホップに転送されるように指定する set 句エン
トリを作成します。
ケットが 10.20.21.6 のネクスト ホップに転送されるように指定
するための set 句エントリが作成されます。
（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)# end

施行フェーズのタスク
次のタスクは、PfR ポリシーの設定および適用フェーズの要素の設定方法を示します。
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アプリケーション トラフィックの制御
アプリケーショントラフィックを制御するには、マスターコントローラで次のタスクを実行する
必要があります。 次のタスクは、ポリシーベース ルーティング（PBR）を使用して、指定したア
プリケーション トラフィック クラスを PfR で制御できるようにする方法を示します。 アプリケー
ション アウェア ポリシー ルーティングを使用して、拡張 IP アクセス リストで permit 文を使用し
たフィルタリングが可能なアプリケーション トラフィックを設定します。
Telnet トラフィックなどのアプリケーション トラフィックは遅延に影響されやすいので、TCP 遅
延が長い場合は、Telnet セッションの使用が困難になることがあります。 次のタスクでは、Telnet
トラフィックを許可するために拡張 IP アクセス リストが設定されます。 PfR マップは、
192.168.1.0/24 ネットワークをソースとする Telnet トラフィックに一致させるために match 句を参
照する拡張アクセス リストで設定されます。 PfR ルート制御がイネーブルになり、遅延ポリシー
が設定されて、Telnet トラフィックが 30 ミリ秒以下の応答時間で出口リンクを経由して送信され
るようになります。 この設定は、show pfr master appl コマンドを使用して確認します。

（注）

• 境界ルータは、シングルホップのピアである必要があります。
• 名前付き拡張 IP アドレス リストだけがサポートされます。
• アプリケーション トラフィックの最適化は、CEF スイッチング パス上での PfR だけでサ
ポートされます。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ip access-list {standard | extended} access-list-name}
4. [sequence-number] permit protocol source source-wildcard destination destination-wildcard [option
option-name][precedence precedence][tos tos] [ttl operator value] [log ][time-range
time-range-name][fragments]
5. exit
6. pfr-map map-name sequence-number
7. match ip address {access-list name| prefix-list name}
8. set mode route control
9. set delay {relative percentage | threshold maximum}
10. set resolve {cost priority value | delay priority value variance percentage | loss priority value variance
percentage | range priority value | utilization priority value variance percentage}
11. end
12. show pfr master appl [access-list name] [detail] | [tcp | udp] [protocol-number] [min-port max-port]
[dst | src] [detail | policy]
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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。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

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}
例：

拡張アクセス リストを作成し、拡張アクセス リスト コ
ンフィギュレーション モードを開始します。
• 名前付きアクセス リストだけがサポートされます。

Router(config)# ip access-list extended
TELNET_ACL

ステップ 4

[sequence-number] permit protocol source
拡張アクセス リストを定義します。
source-wildcard destination destination-wildcard
• 任意のプロトコル、ポート、またはその他の IP パ
[option option-name][precedence
ケット ヘッダー値を指定できます。
precedence][tos tos] [ttl operator value] [log
][time-range time-range-name][fragments]
• 例では、192.168.1.0/24 ネットワークをソースとする
Telnet トラフィックが許可されます。
例：

Router(config-ext-nacl)# permit tcp
192.168.1.0 0.0.0.255 any eq telnet

ステップ 5

exit
例：

拡張アクセス リスト コンフィギュレーション モードを
終了して、グローバル コンフィギュレーション モードに
戻ります。

Router(config-ext-nacl)# exit

ステップ 6

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：
Router(config# pfr-map BLUE

ステップ 7

match ip address {access-list name| prefix-list PfR マップ内の一致基準として拡張 IP アクセス リストま
name}
たは IP プレフィックスを参照します。
例：
Router(config-pfr-map)# match ip address
access-list TELNET

• 拡張 IP アクセス リストは、監視対象プレフィック
スからトラフィックのサブセットをフィルタリング
するために使用されます。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

set mode route control

一致したトラフィックのルート制御を設定するために、
set 句エントリを作成します。

例：

• 制御モードでは、マスター コントローラが監視対象

Router(config-pfr-map)# set mode route
control

プレフィックスを分析し、ポリシー パラメータに基
づいて変更を実行します。
• この例では、PfR 制御モードをイネーブルにする set
句を作成しています。

ステップ 9

set delay {relative percentage | threshold
maximum}

（任意）PfR が遅延しきい値を設定するように PfR マッ
プを設定します。
• この例では、遅延ポリシーを設定しています。 他の

例：

ポリシーも設定できます。

Router(config-pfr-map)# set delay
threshold 30

• Telnet トラフィックの遅延しきい値が 30 ミリ秒に設
定されます。

ステップ 10

set resolve {cost priority value | delay priority （任意）ポリシーを上書きするためにポリシー プライオ
value variance percentage | loss priority value リティを設定するように PfR マップを設定します。
variance percentage | range priority value |
• 解決ポリシーは、遅延ポリシーを 20% の分散の最高
utilization priority value variance percentage}
プライオリティに設定します。
例：
Router(config-pfr-map)# set resolve delay
priority 1 variance 20

ステップ 11

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

ステップ 12

show pfr master appl [access-list name] [detail] （任意）PfR マスター コントローラによって監視され、
| [tcp | udp] [protocol-number] [min-port
制御されるアプリケーションに関する情報を表示します。
max-port] [dst | src] [detail | policy]
例：
Router# show pfr master appl tcp 23 23
dst policy

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）
53

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定
確認フェーズのタスク

例
次の例では、ポート 23（Telnet）に基づいてフィルタリングされる TCP アプリケーション トラ
フィックを表示する、show pfr master appl コマンドの出力を示します。
Router# show pfr master appl tcp 23 23 dst policy
Prefix
Appl Prot
Port
Port Type
Policy
-------------------------------------------------------------------------------10.1.1.0/24
tcp
[23, 23]
src
10

確認フェーズのタスク
次のタスクは、PfR 確認フェーズの要素の設定方法を示します。

PfR ルート強制変更の手動確認
PfR は、NetFlow 出力を使用して、ネットワーク内のルート強制変更を自動的に確認します。 PfR
は NetFlow メッセージを監視し、メッセージでルート強制変更を確認できない場合は、トラフィッ
ク クラスを制御しません。 PfR 施行フェーズで実行されたトラフィック制御が実際にトラフィッ
クフローを変更し、OOPイベントをポリシー準拠に変更したことを手動で確認する場合は、この
任意のタスクのステップを実行します。 すべてのステップは任意ですが、順番は任意ではありま
せん。これらのステップから得られる情報では、トラフィッククラスに関連付けられた特定のプ
レフィックスが、別の出口リンクインターフェイスまたは入口リンクインターフェイスに移動さ
れたか、または PfR によって制御されているかを確認できます。 最初の 3 つのコマンドは、マス
ター コントローラで入力します。最後の 2 つのコマンドは、境界ルータで入力します。 他の PfR
表示コマンドの詳細については、『Cisco IOS Optimized Edge Routing Command Reference』を参照
してください。

手順の概要
1. enable
2. show logging [slot slot-number |summary]
3. show pfr master prefix prefix [detail]
4. 境界ルータに移動して、次のステップを開始します。
5. enable
6. show pfr border routes {bgp | cce | eigrp [parent] | rwatch | static}

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）。
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例：
Router> enable

ステップ 2

show logging [slot slot-number |summary]
このコマンドは、システム ロギング（syslog）の状態および標準的なシステム ロギング バッファの内容
を表示するために使用します。 省略可能な区切り文字を使用したこの例では、OOP であり、ルート変更
が行われた 10.1.1.0 プレフィックスについての PfR メッセージが含まれるロギング バッファが示されま
す。
例：
Router# show logging | i 10.1.1.0
*Apr 26 22:58:20.919: %OER_MC-5-NOTICE: Discovered Exit for prefix 10.1.1.0/24, BR
10.10.10.1, i/f Gi0/0/1
*Apr 26 23:03:14.987: %OER_MC-5-NOTICE: Route changed 10.1.1.0/24, BR 10.10.10.1, i/f
Gi0/2/0, Reason Delay, OOP Reason Timer Expired
*Apr 26 23:09:18.911: %OER_MC-5-NOTICE: Passive REL Loss OOP 10.1.1.0/24, loss 133, BR
10.10.10.1, i/f Gi0/2/0, relative loss 23, prev BR Unknown i/f Unknown
*Apr 26 23:10:51.123: %OER_MC-5-NOTICE: Route changed 10.1.1.0/24, BR 10.10.10.1, i/f
Gi0/0/1, Reason Delay, OOP Reason Loss

ステップ 3

show pfr master prefix prefix [detail]
このコマンドは、監視対象プレフィックスの状態を表示するために使用します。 このコマンドからの出力
には、送信元境界ルータ、現在の出口インターフェイス、プレフィックス遅延、出口インターフェイスの
帯域幅、および入口インターフェイスの帯域幅に関する情報が含まれています。 この例では、出力で
10.1.1.0 プレフィックスのフィルタリングが行われ、現在ホールドダウン状態のプレフィックスが表示さ
れます。 このステップでは、次のタスクに関連する構文だけを示します。
例：
Router# show pfr master prefix 10.1.1.0
Prefix

State
Time Curr BR
CurrI/F
Protocol
PasSDly PasLDly PasSUn PasLUn PasSLos PasLLos
ActSDly ActLDly ActSUn ActLUn
EBw
IBw
-------------------------------------------------------------------------------10.1.1.0/24
HOLDDOWN 42 10.10.10.1
Gi0/0/1
STATIC
16
16
0
0
0
0
U
U
0
0
55
2

ステップ 4

境界ルータに移動して、次のステップを開始します。
次のコマンドは、マスター コントローラではなく、境界ルータで入力します。
例：

ステップ 5

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）。
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例：
Router> enable

ステップ 6

show pfr border routes {bgp | cce | eigrp [parent] | rwatch | static}
このコマンドは、境界ルータで入力します。 このコマンドは、境界ルータ上の PfR 制御ルートに関する
情報を表示するために使用します。 この例の出力では、PfR によって制御される 10.1.1.0 プレフィックス
が示されます。
例：
Router# show pfr border routes bgp
OER BR 10.10.10.1 ACTIVE, MC 10.10.10.3 UP/DOWN: UP 00:10:08,
Auth Failures: 0
Conn Status: SUCCESS, PORT: 3949
BGP table version is 12, local router ID is 10.10.10.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
OER Flags: C - Controlled, X - Excluded, E - Exact, N - Non-exact, I - Injected
Network
Next Hop
OER
LocPrf Weight Path
*> 10.1.1.0/24
10.40.40.2
CE
0 400 600 i

アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定例
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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。
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
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ip prefix-list BRANCH_C permit seq 30 10.3.0.0/16
pfr master
learn
list seq 10 refname LEARN_BRANCH_A_B
traffic-class prefix-list BRANCH_A_B
throughput
exit
exit
learn
list seq 20 refname LEARN_BRANCH_C
traffic-class prefix-list BRANCH_C
throughput
exit
exit
pfr-map POLICY1 10
match learn list LEARN_BRANCH_A_B
exit
pfr-map POLICY2 10
match 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
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。
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
learn
list seq 10 refname CUSTOM_APPLICATION_TC
traffic-class access-list USER_DEFINED_TC
aggregation-type prefix-length 24
throughput
exit
exit
pfr-map POLICY_CUSTOM_APP 10
match learn list CUSTOM_APPLICATION_TC
end
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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
pfr-map PREFIX_MAP 10
match traffic-class prefix-list PREFIX_TC

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

測定フェーズのタスクの例
発信トラフィックの PfR リンク使用率の変更例
次に、PfR 出口リンクの使用率のしきい値を変更する例を示します。 この例では、出口使用率は
80% に設定されています。 この出口リンクの使用率が 80 % を超えると、PfR は、この出口リン
クを使用していたトラフィック クラスのために別の出口リンクを選択します。
Router(config)# pfr master
Router(config-pfr-mc)# border 10.1.4.1
Router(config-pfr-mc-br)# interface GigabitEthernet 0/0/0 external
Router(config-pfr-mc-br-if)# max-xmit-utilization percentage 80
Router(config-pfr-mc-br-if)# end

PfR 出口リンクの使用率範囲の変更例
次に、PfR 出口リンクの使用率範囲を変更する例を示します。 この例では、すべての出口リンク
の出口使用率範囲が 10% に設定されています。 PfR は、最大使用率の範囲を使用して、出口リン
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クがポリシーに準拠しているかどうかを判断します。 PfR は、過剰使用されている、またはポリ
シー違反の出口から、ポリシー準拠の出口にプレフィックスを移動することによって、すべての
出口リンクでアウトバウンド トラフィックを均等化します。
Router(config)# pfr master
Router(config-pfr-mc)# max-range-utilization percentage 10
Router(config-pfr-mc)# end

最長一致ターゲット割り当ての TCP プローブの例
次に、最長一致ターゲット割り当てを使用した TCP プローブを使用してアクティブ プローブを設
定する例を示します。 まず、ターゲット デバイスで IP SLA Responder をイネーブルにする必要が
あります。このデバイスを PfR 用に設定する必要はありません。 境界ルータは、ターゲット デバ
イスとして使用できます。 2 番目の設定は、マスター コントローラ上で実行します。
ターゲット デバイス
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip sla monitor responder type tcpConnect port 49152
Router(config)# exit

マスター コントローラ
Router(config)# pfr master
Router(config-pfr-mc)# mode monitor active
Router(config-pfr-mc)# active-probe tcp-conn 10.4.4.44 target-port 49152

強制ターゲット割り当ての UDP プローブの例
次に、プローブ頻度が 20 秒に設定されている、強制ターゲット割り当てを使用したアクティブ
プローブを設定する例を示します。 この例では、ターゲット デバイスで IP SLA Responder をイ
ネーブルにする必要があります。
ターゲット デバイス
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ip sla monitor responder type udpEcho port 1001
Router(config)# exit

マスター コントローラ
Router(config)# pfr master
Router(config-pfr-mc)# mode monitor active
Router(config-pfr-mc)# exit
Router(config)# pfr-map FORCED_MAP 10
Router(config-pfr-map)# match ip address access-list FORCED_LIST
Router(config-pfr-map)# set active-probe udp-echo 10.5.5.57 target-port 1001
Router(config-pfr-map)# set probe frequency 20
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Router(config-pfr-map)# end

高速フェールオーバー用 PfR 音声プローブの設定例
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、高速フェールオーバーが設定されて
いる場合に迅速に新しい出口を作成する例を示します。

（注）

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。
最初の出力は、3 台の境界ルータのマスター ルータでの設定を示します。 ルート制御モードは、
イネーブルです。
Router# show run | sec pfr master
pfr master
policy-rules MAP
port 7777
logging
!
border 10.3.3.3 key-chain key1
interface GigabitEthernet0/0/0 external
interface GigabitEthernet0/4/2 internal
!
border 10.3.3.4 key-chain key2
interface GigabitEthernet0/0/2 external
interface GigabitEthernet0/0/1 internal
!
border 10.4.4.2 key-chain key3
interface GigabitEthernet0/2/0 external
interface GigabitEthernet0/2/1 internal
backoff 90 90
mode route control
resolve jitter priority 1 variance 10
no resolve delay
!

基本設定を確認し、境界ルータのステータスを表示するには、show pfr master コマンドを実行し
ます。
Router# show pfr master
OER state: ENABLED and ACTIVE
Conn Status: SUCCESS, PORT: 7777
Version: 2.1
Number of Border routers: 3
Number of Exits: 3
Number of monitored prefixes: 1 (max 5000)
Max prefixes: total 5000 learn 2500
Prefix count: total 1, learn 0, cfg 1
Border
10.4.4.2
10.3.3.4
10.3.3.3

Status
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE

UP/DOWN
UP
UP
UP

17:00:32
17:00:35
17:00:38

AuthFail
0
0
0

Version
2.1
2.1
2.1

Global Settings:
max-range-utilization percent 20 recv 20
mode route metric bgp local-pref 5000
mode route metric static tag 5000
trace probe delay 1000
logging
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Default Policy Settings:
backoff 90 90 90
delay relative 50
holddown 90
periodic 0
probe frequency 56
mode route control
mode monitor both
mode select-exit good
loss relative 10
jitter threshold 20
mos threshold 3.60 percent 30
unreachable relative 50
resolve jitter priority 1 variance 10
resolve utilization priority 12 variance 20
Learn Settings:
current state : DISABLED
time remaining in current state : 0 seconds
no throughput
no delay
no inside bgp
no protocol
monitor-period 5
periodic-interval 120
aggregation-type prefix-length 24
prefixes 100
expire after time 720

PfR マップを使用してアクティブ音声プローブ用に高速フェールオーバーが設定され、プローブ
頻度が 2 秒に設定されました。 高速フェールオーバー モニタリング モードはイネーブルであり、
監視対象音声トラフィックは、IP プレフィックス リストを使用して 10.1.1.0/24 プレフィックスを
指定することによって識別されます。高速フェールオーバーモードで発生するオーバーヘッドを
削減するために、アクティブ音声プローブが PfR の強制ターゲットに割り当てられます。
Router# show run | sec pfr-map
pfr-map MAP 10
match traffic-class prefix-list VOICE_FAIL_LIST
set mode select-exit best
set mode monitor fast
set jitter threshold 12
set active-probe jitter 120.120.120.1 target-port 20 codec g729a
set probe frequency 2

次に示すのは、policy キーワードを使用してプレフィックスを指定したときの show pfr master
prefix コマンドからの出力です。このコマンドでは、10.1.1.0/24 プレフィックスに設定されたポリ
シーが表示されます。 mode monitor は fast に設定されています。したがって、select-exit は自動的
に best に設定され、probe frequency を 2 に設定できます。
Router# show pfr master prefix 10.1.1.0/24 policy
* Overrides Default Policy Setting
pfr-map MAP 10
sequence no. 8444249301975040, provider id 1, provider priority 30
host priority 0, policy priority 10, Session id 0
match ip prefix-lists: VOICE_FAIL_LIST
backoff 90 90 90
delay relative 50
holddown 90
periodic 0
*probe frequency 2
mode route control
*mode monitor fast
*mode select-exit best
loss relative 10
*jitter threshold 12
mos threshold 3.60 percent 30
unreachable relative 50
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next-hop not set
forwarding interface not set
resolve jitter priority 1 variance 10
resolve utilization priority 12 variance 20
Forced Assigned Target List:
active-probe jitter 10.120.120.1 target-port 20 codec g729a

このタスクに示されるようにマスター コントローラが高速フェールオーバー用に設定された後
で、トラフィック クラスがポリシー違反となった場合、次のロギング出力には、10.1.1.0/24 プレ
フィックスで表されるトラフィック クラスが、PfR によって 3 秒以内に 10.3.3.4 インターフェイ
スの新しい境界ルータ出口を経由してルーティングされたことが示されます。 ロギング出力か
ら、トラフィック クラスは、ジッターしきい値を超えたためにポリシー違反状態になったと考え
られます。
May 2 10:55:27.355: %OER_MC-5-NOTICE: Active ABS Jitter OOP Prefix 10.1.1.0/24,
jitter 15, BR 10.4.4.2, i/f Gi0/0/2
May 2 10:55:27.367: %OER_MC-5-NOTICE: Route changed Prefix 10.1.1.0/24, BR 10.3.3.4,
i/f Gi0/0/3, Reason Jitter, OOP Reason Jitter

アクティブ プローブのソース アドレスの設定例
次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、FastEthernet 0/0 をアクティブ プ
ローブのソース インターフェイスとして設定する例を示します。
Router(config)# pfr border
Router(config-pfr-br)# active-probe address source interface GigabitEthernet 0/0/0

ポリシー適用フェーズのタスクの例
PfR ポリシーの設定および学習済みトラフィック クラスへの適用例
次に、学習済みトラフィッククラスを使用して多数のデフォルトポリシー設定を上書きし、設定
されたポリシー設定またはデフォルトのポリシー設定のいずれかがそれぞれのしきい値を超えた
場合に利用可能な最良の出口にトラフィッククラスを移動するようにマスターコントローラを設
定する例を示します。
enable
configure terminal
pfr master
backoff 200 2000 200
delay threshold 2000
holddown 400
loss threshold 1500
periodic 180
unreachable threshold 1000
mode select-exit best
end

PfR ポリシーの設定および設定されたトラフィック クラスへの適用例
次に、プレフィックスリストおよびアクセスリストによってフィルタリングされたトラフィック
クラスを使用し、デフォルトのポリシー設定の一部を上書きする例を示します。 ポリシーは、音
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声トラフィックを表す異なるトラフィック クラスに適用する 2 つの PfR マップを使用して設定し
ます。マスターコントローラは、設定されたポリシー設定またはデフォルトのポリシー設定のい
ずれかがそれぞれのしきい値を超えた場合に最初のポリシー準拠リンクにトラフィック クラスを
移動するように設定します。
enable
configure terminal
ip prefix-list CONFIG_TRAFFIC_CLASS seq 10 permit 10.1.5.0/24
ip access-list extended VOICE_TRAFFIC_CLASS
permit udp any range 16384 32767 10.1.5.0 0.0.0.15 range 16384 32767 dscp ef
exit
pfr-map CONFIG_MAP 10
match ip address prefix-list CONFIG_TRAFFIC_CLASS
set backoff 100 1000 100
set delay threshold 1000
set loss relative 25
set periodic 360
set unreachable relative 20
exit
pfr-map VOICE_MAP 10
match ip address access-list VOICE_TRAFFIC_CLASS
set active-probe jitter 10.1.5.1 target-port 2000 codec g729a
set probe-frequency 20
set jitter threshold 30
set mos threshold 4.0 percent 25
set mode select-exit good
end

学習済みプレフィックスの PfR 最適化の防止例
次に、指定したプレフィックスが最適化されないように PfR を設定する例を示します。 次の例で
は、IP プレフィックス リストは、最適化されない異なるプレフィックスに対する 2 つのエントリ
で作成されます。 PfR マップは、1 つのシーケンスの 2 つのエントリで設定されます。これによっ
て、プレフィックスは学習されますが、PfR は、プレフィックス リストで指定したプレフィック
スを最適化しなくなります。 PfR マップ エントリのシーケンス番号が逆方向になった場合、PfR
はプレフィックスを学習し、プレフィックスの最適化を試みます。
enable
configure terminal
ip prefix-list DENY_PREFIX deny 172.17.10.0/24
ip prefix-list DENY_PREFIX deny 172.19.10.0/24
pfr-map DENY_PREFIX_MAP 10
match ip address prefix-list DENY_PREFIX
exit
pfr-map DENY_PREFIX_MAP 20
match pfr learn throughput
end

PfR マップ用ポリシー ルールの設定例
次に、policy-rules（PfR）コマンドを設定して、PfR マスター コントローラ モードで BLUE とい
う名前の PfR マップの設定を適用する例を示します。
enable
configure terminal
pfr-map BLUE 10
match pfr learn delay
set loss relative 90
exit
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pfr master
policy-rules BLUE
exit

複数 PfR ポリシーの競合解決の設定例
次に、遅延を最高プライオリティに設定し、損失、使用率の順にプライオリティを設定する PfR
解決ポリシーを設定する例を示します。 遅延ポリシーは、20 % の分散を許可するように設定さ
れ、損失ポリシーは、30 % の分散を許可するように設定されます。使用率ポリシーは、10 % の分
散を許可するように設定されます。
enable
configure terminal
pfr master
resolve delay priority 1 variance 20
resolve loss priority 2 variance 30
resolve utilization priority 3 variance 10
end

出口リンクの PfR ロード バランシング ポリシーの設定例
次に、境界ルータの出口リンク上のトラフィック クラス フローに PfR ロード バランシング ポリ
シーを設定する例を示します。この例のタスクは、マスターコントローラ上で実行され、出口リ
ンクの使用率範囲、出口リンクの使用率しきい値、使用率および範囲ポリシーに設定されるポリ
シー プライオリティが設定されます。 パフォーマンス ポリシー、遅延および損失は、ディセー
ブルです。 PfR は、使用率および範囲のしきい値の両方を使用して、出口リンク上のトラフィッ
ク フローのロード バランシングを行います。
enable
configure terminal
pfr master
max-range-utilization percentage 25
mode select-exit best
resolve range priority 1
resolve utilization priority 2 variance 15
no resolve delay
no resolve loss
border 10.1.4.1
interface GigabitEthernet 0/0/0 external
max-xmit-utilization absolute 10000
exit
exit
border 10.1.2.1
interface GigabitEthernet 0/0/2 external
max-xmit-utilization absolute 10000
end

PfR マップを使用したブラック ホール ルーティングの設定例
次に、PREFIX_BLACK_HOLE という名前の IP プレフィックス リストで定義されたトラフィック
に一致する、BLACK_HOLE_MAP という名前の PfR マップを作成する例を示します。 PfR マップ
は、ヌルインターフェイスに転送されるパケット、つまり、「ブラックホール」に廃棄されるパ
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ケットをフィルタリングします。IP プレフィックスが、ネットワーク上の攻撃のソースとして識
別されると、プレフィックス リストが設定されます。
enable
configure terminal
ip prefix-list PREFIX_BLACK_HOLE seq 10 permit 10.1.5.0/24
pfr-map BLACK_HOLE_MAP 10
match ip address prefix-list PREFIX_BLACK_HOLE
set interface null0
end

PfR マップを使用したシンクホール ルーティングの設定例
次に、PREFIX_SINK_HOLE という名前の IP プレフィックス リストで定義されたトラフィックに
一致する、SINK_HOLE_MAP という名前の PfR マップを作成する例を示します。 PfR マップは、
ネクスト ホップに転送されるパケットをフィルタリングします。 ネクスト ホップは、パケット
の保存、分析、または廃棄を実行できるルータです（シンクホール アナロジー）。 IP プレフィッ
クスがネットワーク上の攻撃のソースとして識別されると、プレフィックス リストが設定されま
す。
enable
configure terminal
ip prefix-list PREFIX_SINK_HOLE seq 10 permit 10.1.5.0/24
pfr-map SINK_HOLE_MAP 10
match ip address prefix-list PREFIX_SINK_HOLE
set next-hop 10.1.1.3
end

施行フェーズのタスクの例
挿入された PfR スタティック ルートのタグ値の設定例
次に、挿入されたスタティック ルートにタグ値を設定し、ルートが一意に識別されるようにする
例を示します。 スタティック ルートは、トラフィック クラスによって定義されるトラフィック
がポリシー違反になったときに、そのトラフィックを制御するために PfR によって挿入されるこ
とがあります。 デフォルトでは、PfR は挿入されたスタティック ルートに 5000 のタグ値を使用
します。 次のタスクでは、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 mode
（PfR）コマンドにより PfR ルート制御モードがグローバルに設定され、挿入されるスタティック
ルートは 15000 の値でタグ付けされます。
Router(config)# pfr master
Router(config-pfr-mc)# mode route control
Router(config-pfr-mc)# mode route metric static tag 15000
Router(config-pfr-mc)# end

PfR 制御 BGP ルートの BGP ローカル プリファレンス値の設定例
次に、BGP ローカル プリファレンス属性値を設定する例を示します。 PfR は、BGP Local_Pref 値
を使用して、強制出口リンクの選択方法として内部 BGP（iBGP）ネイバー上での BGP 最良パス
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選択に影響を及ぼします。 デフォルトでは、PfR は 5000 の Local_Pref 値を使用します。 次のタ
スクでは、プレフィックス リストに一致するトラフィックのルート制御はイネーブルであり、
60000 の BGP ローカル プリファレンス値が設定されています。
Router(config)# pfr-map
Router(config-pfr-map)#
Router(config-pfr-map)#
Router(config-pfr-map)#
Router(config-pfr-map)#

BLUE 10
match ip address prefix-list BLUE
set mode route control
set mode route metric bgp local-pref 60000
end

アプリケーション トラフィックの制御例
次に、ポリシーベース ルーティング（PBR）を使用して、指定したアプリケーション トラフィッ
ク クラスを PfR で制御できるようにする例を示します。 Telnet トラフィックなどのアプリケー
ション トラフィックは、遅延に影響されやすいトラフィックです。 TCP 遅延が長いと、Telnet
セッションの使用が困難になることがあります。この例は、マスターコントローラ上で設定され
ます。192.168.1.0/24 ネットワークをソースとする Telnet トラフィックに一致させ、ポリシーを適
用して、この Telnet トラフィックが 30 ミリ秒以下の応答時間で出口リンクを経由して送信される
ようにします。
Router(config)# ip access-list extended TELNET
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq telnet
Router(config-ext-nacl)# exit
Router(config)# pfr-map SENSITIVE
Router(config-route-map)# match ip address access-list TELNET
Router(config-route-map)# set mode route control
Router(config-route-map)# set delay threshold 30
Router(config-route-map)# set resolve delay priority 1 variance 20
Router(config-route-map)# end

次に、ポート 23（Telnet）に基づいてフィルタリングされた TCP アプリケーション トラフィック
の例を示します。
Router# show pfr master appl tcp 23 23 dst policy
Prefix
Appl Prot
Port
Port Type
Policy
-------------------------------------------------------------------------------10.1.1.0/24
tcp
[23, 23]
src
10

確認フェーズのタスクの例
PfR ルート制御変更の手動確認の例
次に、PfR 施行フェーズで実行されたトラフィック制御が実際にトラフィック フローを変更し、
OOP イベントをポリシー準拠に変更したことを手動で確認する例を示します。 マスター コント
ローラで show logging コマンドを使用すると、システム ロギング（syslog）の状態および標準的
なシステム ロギング バッファの内容が表示されます。 省略可能な区切り文字を使用すると、特
定のプレフィックスの PfR メッセージ付きでロギング バッファを表示できます。 show pfr master
prefix コマンドでは、監視対象プレフィックスのステータスが表示されます。 境界ルータで show
pfr border routes コマンドを使用すると、境界ルータ上の PfR 制御による BGP またはスタティッ
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ク ルートに関する情報が表示されます。 これらのコマンドの出力例は、「PfR ルート強制変更の
手動確認」の項を参照してください。
マスター コントローラ
Router# show logging | i 10.1.1.0
Router# show pfr master
prefix 10.1.1.0
Router# end

境界ルータ
Router# show pfr border routes static
Router# show pfr border routes bgp
Router# end

関連情報
他のパフォーマンス ルーティング機能の詳細または一般的な概念に関する資料については、「関
連資料」の項に記載の資料を参照してください。

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
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関連項目

マニュアル タイトル

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

MIB
MIB
• CISCO-PFR-MIB
• CISCO-PFR-TRAPS-MIB

MIB のリンク
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。

アドバンスドパフォーマンスルーティングに関する機能
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。
表 1：アドバンスド パフォーマンス ルーティングに関する機能情報

機能名

リリース

Optimized Edge Routing（OER） Cisco IOS XE Release 2.6.1、
Cisco IOS XE Release 3.1S

機能情報
OER が導入されました。 パ
フォーマンス ルーティングは
OER の拡張機能です。
PfR 構文は、Cisco IOS XE
Release 3.1S で導入されまし
た。
次のコマンドが導入または変更
されました。pfr、show pfr
master。
（注）

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

境界ルータ専用機能
は Cisco IOS XE
Release 2.6.1 および
Cisco IOS XE Release
3.1S リリースに含ま
れています。マス
ター コントローラ設
定は使用できませ
ん。 境界ルータとし
て使用される 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 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、PfR マスター
コントローラ機能がサポートさ
れます。
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機能名

リリース

機能情報

ポリシー ルール設定に対する
OER のサポート

Cisco IOS XE Release 3.3S

ポリシー ルール設定に対する
OER サポート機能に、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でき
る機能が導入されました。定義
済みの PfR マップ間での切り替
えを容易に実行できます。
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。
policy-rules（PfR）。

expire after コマンド1

Cisco IOS XE Release 3.3S

expire after（PfR）コマンド
は、学習済みプレフィックスの
有効期間の設定に使用します。
デフォルトでは、マスター コ
ントローラは、中央ポリシー
データベースから非アクティブ
なプレフィックスを削除しま
す。これは、メモリが必要とさ
れるためです。 このコマンド
を使用すると、制限に基づいて
時間またはセッションを設定す
ることによって、この動作を改
良できます。 時間ベースの制
限は、分単位で設定します。
セッション ベースの制限は、
監視期間数（またはセッション
数）に対して設定します。

OER アクティブ プローブ ソー Cisco IOS XE Release 3.3S
ス アドレス

OER アクティブ プローブ ソー
スアドレス機能では、境界ルー
タ上の特定の出口インターフェ
イスをアクティブ プローブの
ソースとして設定できます。
active-probe address source
（PfR）コマンドが、この機能
によって導入されました。
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機能名

リリース

OER アプリケーション アウェ Cisco IOS XE Release 3.3S
ア ルーティング：PBR

機能情報
OER アプリケーション アウェ
ア ルーティング：PBR 機能に
よって、監視対象プレフィック
スによって伝送されるアプリ
ケーションのタイプに基づいて
IPトラフィックを最適化できる
ようになっています。 トラ
フィックのサブセット（アプリ
ケーション）には、個別のポリ
シー設定が適用されます。
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。
debug pfr border pbr、debug
pfr master prefix、match ip
address（PfR）、show pfr
master active-probes、および
show pfr master appl。
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機能名

リリース

機能情報

OER DSCP モニタリング

Cisco IOS XE Release 3.3S

OER DSCP モニタリングに、プ
ロトコル、ポート番号、および
DSCP 値に基づいたトラフィッ
ク クラスの自動学習が導入さ
れました。 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、不要なトラフィックをフィ
ルタリングでき、関心のあるト
ラフィックを集約できる、キー
の組み合わせによって定義でき
ます。 これで、プロトコル、
ポート番号、および DSCP 情報
などのレイヤ 4 情報は、レイヤ
3 プレフィックス情報に加えて
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
ます。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。
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
applications、show pfr border
passive cache、show pfr border
passive learn、show pfr master
appl、traffic-class aggr egation
（PfR）、traffic-class filter
（PfR）、および traffic-class
key s（PfR）。
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機能名

リリース

パフォーマンス ルーティング - Cisco IOS XE Release 3.3S
リンク グループ

機能情報
パフォーマンス ルーティング リンクグループ機能によって、
出口リンクのグループを優先リ
ンク セットとして、または PfR
用フォールバック リンク セッ
トとして定義し、PfR ポリシー
で指定されたトラフィック ク
ラスを最適化する際に使用でき
るようになっています。
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。
link-group（PfR）、set
link-group（PfR）、および
show pfr master link-group。

高速フェールオーバー モニタ
リングのサポート2

Cisco IOS XE Release 3.3S

高速フェールオーバー モニタ
リングに、高速モニタリング
モードを設定できる機能が導入
されました。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 モードのプローブ頻度は、
他のモニタリング モードより
も低く設定できます。これによ
り、より迅速なフェールオー
バー機能が可能になります。
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。
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。
mode（PfR）、set mode
（PfR）。

1

これはマイナーな拡張です。 マイナーな拡張は、通常 Feature Navigator に記載されません。
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2

これはマイナーな拡張です。 マイナーな拡張は、通常 Feature Navigator に記載されません。
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