
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスの LAN QoS およびキュー マッピングの分
類 メソッド 

目標
 

サービス品質（QoS）は選択したネットワークトラフィックによりよいサービスを提供する
ことをネットワーク デバイスが可能にします。 ネットワーク トラフィックの分類は望まし
いサービスに基づいて優先順位をつけられるオーディオの Voice over IP （VoIP）、他の型
、ビデオ、ストリーミング メディアをおよび従来の IP データが含まれています。 プリファ
レンスは高優先順位データパケットに与えられます。 パケットが属するトラフィックを分
類するイーサネット 802.1p Class of Service（CoS）および DiffServ コード ポイント
（DSCP）のようなネットワーク デバイス使用一致条件。 分類されたパケットはネットワ
ーク デバイスのインターフェイスでキューに入り、優先順位に基づいて送信されます。 
 
この資料に望ましいポート分類 方式を使用可能にする方法をおよび ISA500 シリーズ 統合
セキュリティ アプライアンスで有効に なった 分類によって LAN キューにトラフィックを
マップする方法を説明されています。
  

適当なデバイス
 

• ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンス
  

[Software Version]
 

• v1.1.14
  

LAN QoS 分類
 

ステップ 1. ISA500 シリーズ コンフィギュレーションユーティリティへのログインはネッ
トワーキング > QoS > LAN を QoS > 分類 メソッド選択し。 分類 メソッド ページは開きま
す:
 

 
ステップ 2. LAN インターフェイスでトラフィックの分類の方式を定義するために次のいず
れかを、appropriate オプション・ ボタン クリックして下さい。
 
注: ネットワーク機器のいくつかはレイヤ2 CoS 分類で機能するだけかもしれません。 ネッ
トワークのデバイスの機能に基づいて、分類 方式は選択されます。
 

• コストのサービス（CoS） —分類を『Class of Service』 を選択 するためにこのオプシ
ョンをクリックして下さい。 802.11q によってタグ付けされるイーサネット帯（2）層ト
ラフィックをだけに分類するためある 3 ビットフィールドを定義します。



• DiffServ コード ポイント（DSCP） — IP パケット ヘッダで 6 ビット フィールドをトラ
フィック（3）層を分類するために DiffServ コード ポイント（DSCP）使用します。
 

ステップ 3.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 
注: コストのサービス（CoS）が選択される場合、望ましい優先順位の LAN キューに CoS
をマップするためにキュー マッピング セクションに CoS の設定を参照して下さい。 
DiffServ コード ポイント（DSCP）が選択される場合、望ましい優先順位の LAN キューに
 DSCP をマップするためにキュー マッピング セクションに DSCP の設定を参照して下さ
い。
  

 
キュー マッピングへの CoS の設定
 

ステップ 1： ISA500 シリーズ コンフィギュレーションユーティリティを使用し、ネットワ
ーキング > QoS > LAN を QoS > 選択しま CoS をキューにマップします。 キュー ページへ
のマップ CoS は開きます:
 

 
キュー マッピング表への CoS は 2 つのカラムが下記のように含まれています。
 

• Class of Service（CoS） —ネットワーク トラフィックを区別するのに使用する次の値を
表示します。
 

– 0 —最もよい努力。
 
– 1 つ—背景説明。
 
– 2 つ—スペア。
 
– 3 つ—優秀な努力。
 
– 4 つ—制御された負荷。
 
– 5 つ—ビデオ。
 
– 6 つ—音声。
 



– 7 つ—ネットワーク制御。
 

• キュー— LAN インターフェイスの出力キュー。 セキュリティ アプライアンスは Q1、
Q2、Q3 および Q4 として指名される 4 つの出力キューをサポートします。 高優先順位キ
ューは Q1 であり、最も低いの Q4 です。
 

 
呼び出します。 CoS のキュー カラムの下のドロップダウン リストからキュー マッピング
表への、CoS 対応する値のための適切な出力キューを選択して下さい。
 
ステップ 3.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

 
キュー マッピングへの DSCP の設定
 

ステップ 1： ネットワーキング > QoS > LAN を選択するのに ISA500 シリーズ コンフィギ
ュレーションユーティリティを QoS > 使用しま DSCP をキューにマップします。 キュー 
ページへのマップ DSCP は開きます:
 



 
キュー マッピング表への DSCP はネットワーク トラフィックを区別するために DSCP 値
を下記のように示します。 広く使われた DSCP 値は下記に与えられます。 DSCP 値に関す
る更に詳しい情報については、ここに参照して下さい。
 

• 46 —高優先順位、Expedited Forwarding （EF）。
 
• 0 —最もよい努力。
 
• 10 — AF11 （確実なフォワーディング）。
 
• 12 — AF12 （確実なフォワーディング）。
 
• 14 — AF13 （確実なフォワーディング）。
 
• 18 — AF21 （確実なフォワーディング）。
 
• 20 — AF22 （確実なフォワーディング）。
 
• 22 — AF23 （確実なフォワーディング）。
 
• 26 — AF31 （確実なフォワーディング）。
 
• 28 — AF32 （確実なフォワーディング）。
 
• 30 — AF33 （確実なフォワーディング）。
 
• 34 — AF41 （確実なフォワーディング）。
 
• 36 — AF42 （確実なフォワーディング）。
 
• 38 — AF43 （確実なフォワーディング）。
 

呼び出します。 CoS のキュー カラムの下のドロップダウン リストからキュー マッピング

https://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0/qos/configuration/guide/qos_6dscp_val.pdf


表への、対応する DSCP 値のための適切な出力キューを選択して下さい。 セキュリティ ア
プライアンスは Q1、Q2、Q3 および Q4 として指名される 4 つの出力キューをサポートし
ます。 高優先順位キューは Q1 であり、最も低いの Q4 です。
 
ステップ 3.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
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