
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスの WAN サービス品質（QoS） トラフィッ
ク セレクタ（分類）設定 

目標
 

WAN 接続を通ると同時にトラフィック セレクタ/分類はトラフィックを分類します。 これ
らのトラフィックの分類はトラフィックを QoS ポリシー プロファイルのような他の機能の
ために識別すること容易にさせます。 この記事は ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプ
ライアンスのトラフィック セレクタ/分類を設定する方法を説明します。
 
注: トラフィック セレクタ用の QoS を設定するために、WAN QoS は有効に する必要があ
ります。 詳細を WAN QoS を有効に する方法について知るために ISA500 シリーズ 統合セ
キュリティ アプライアンスの記事一般のサービス品質（QoS）設定を参照して下さい。
  

適当なデバイス
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

[Software Version]
 

• 1.2.15
  

トラフィック セレクタ設定
 

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へのログインはネッ
トワーキング > QoS > WAN を QoS > トラフィック セレクタ（分類）選択し。 トラフィッ
ク セレクタ（分類）ページは開きます:
 



 
呼び出します。 トラフィック セレクタ表で、『Add』 をクリック して下さい。 トラフィ
ック セレクタ- Add/Edit ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 3 クラスネーム フィールドでは、トラフィックが分類されるクラスの名前を入力
して下さい。
 
ステップ 4 送信元アドレス ドロップダウン リストから、トラフィックが分類される送信元
アドレスを選択して下さい。 利用可能な設定のあらかじめ定義されたリストから選択でき
ますまたは要件に基づいてあなた自身のアドレスを作成できます。 知るために新しいアド
レスを設定する方法をサブセクションを作成するか、新しいアドレスをまたは作成します新
しい宛名 群を参照して下さい。
 
ステップ 5 終点アドレス ドロップダウン リストから、トラフィックが分類される終点アド
レスを選択して下さい。 利用可能な設定のあらかじめ定義されたリストから選択できます
または要件に基づいてあなた自身のアドレスを作成できます。 知るために新しいアドレス



を設定する方法をサブセクションを作成するか、新しいアドレスをまたは作成します新しい
宛名 群を参照して下さい。
 
ステップ 6 出典からドロップダウン リストを、選択しますトラフィックが分類される出典
サービスを保守して下さい。 利用可能な設定のあらかじめ定義されたリストから選択でき
ますまたは要件に基づいてあなた自身のサービスを作成できます。 知るために新しいサー
ビスを設定する方法をサブセクションを作成します新しいサービスを参照して下さい。
 
ステップ 7 先サービス ドロップダウン リストから、トラフィックが分類される先サービス
を選択して下さい。 利用可能な設定のあらかじめ定義されたリストから選択できますまた
は要件に基づいてあなた自身のサービスを作成できます。 知るために新しいサービスを設
定する方法をサブセクションを作成します新しいサービスを参照して下さい。
 
ステップ 8 DSCP 値に基づいてトラフィックを分類するために DSCP 値を左 DSCP リスト
から選択し、『>』 をクリック して下さい。 DSCP 値をクラス フィルタから取除くために
、クラスを権限 DSCP リストから選択し、< クリックして下さい–。 Differentiated Services
Code Point （DSCP）値はどのようなサービス トラフィックが持っているか示します。
 
ステップ 9： CoS ドロップダウン リストから、トラフィックが持っている優先順位ことを
のレベル示す Class of Service（CoS）値を選択して下さい。 トラフィックは CoS 値のた
めに分類されます。 0 は低優先順位であり、7 つは高優先順位です。
 
ステップ 10： VLAN ドロップダウン リストから、トラフィックが分類される VLAN を選択
して下さい。
 
注: 知るために VLAN を設定する方法を ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアン
スの記事 Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）設定を参照して下さい。
 
ステップ 11. 『OK』 をクリック して下さい。 トラフィック セレクタ（分類）ページが再
表示されます。
 

 
ステップ 12： [Save] をクリックします。
  

新しいアドレスを作成して下さい
 



 
 
ステップ 1.アドレス オブジェクトを作成するためにアドレス ドロップダウン リストから新
しいアドレスを『Create』 を選択 して下さい。 アドレス- Add/Edit ウィンドウは現われま
す。
 

 
 
ステップ 2. Name フィールドでアドレス オブジェクトの名前を入力して下さい。
 
ステップ 3.アドレス タイプを選択し、対応した 情報を入力して下さい
 

• host — IP address フィールドでホストの IP アドレスを入力して下さい。 これは IP アド
レスによって単一のホストを定義します。
 
• range —開始 IP address フィールドで開始 IP アドレスおよび終り IP address フィール
ドで終りアドレスを入力して下さい。 これは隣接 する IP アドレスの範囲を定義します。
 
• mac — MAC フィールドで MAC アドレスを入力して下さい。
 
• network — IP address フィールドでサブネット IP アドレスおよびネットマスク フィー



ルドでブロードキャスト アドレスを入力して下さい。 規定 された甲革およびより低い範
囲 デリミタによってバインドされてよりもむしろ、境界は有効なネットマスクによって定
義されます。
 

ステップ 4.設定を保存するために『OK』 をクリック して下さい。
  

新しい宛名 群を作成して下さい
 

 
 
ステップ 1.アドレス範囲を作成するためにアドレス ドロップダウン リストから新しい宛名
群を『Create』 を選択 して下さい。 アドレス- Add/Edit ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 2. Group Name フィールドでグループ名を入力して下さい。
 
ステップ 3.設定を利用可能なリストから選択し、設定を選択するために『>』 をクリック
して下さい
 
ステップ 4.保存するために『OK』 をクリック して下さい。



新しいサービスを作成して下さい
 

 
ステップ 1： 新しいサービスを作成するためにサービス ドロップダウン リストから新しい
サービスを『Create』 を選択 して下さい。 アドレス/Service ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 2. Name フィールドでサービスの名前を入力して下さい。
 
ステップ 3.ドロップダウン プロトコルからプロトコルを選択して下さい
 

— TCP –ポート範囲開始するで開始ポート番号およびポート範囲終わりフィールドで終
了ポート番号を入力して下さい。 Transmission Control Protocol（TCP）はメッセージを
正確に送信 される確認する TCP/IP の転送 プロトコルです。
 
— UDP –ポート範囲 Start フィールドで開始ポート番号およびポート書架列側面フィール
ドで終りポート番号を入力して下さい。 ユーザ データグラム プロトコル（UDP）は信
頼性の高い 配信が必要とならないとき TCP の代わりに使用する TCP/IPプロトコル スイ
ート内のプロトコルです。
 
—両方（TCP/UDP） –ポート範囲 Start フィールドで開始ポート番号およびポート書架列
側面フィールドで終りポート番号を入力して下さい。 それは TCP および UDP を両方使



用します。
 

ステップ 4.保存するために『OK』 をクリック して下さい。
 
注: 知るために WAN QoS を設定し設定を並べる方法を ISA500 シリーズ 統合セキュリティ
アプライアンスの、および WAN QoS ポリシー設定の設定の WAN サービス品質（QoS）
キュー設定の記事設定を、参照します ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンス
の記事 Wide Area Network （WAN）サービス品質（QoS） ポリシー プロファイル設定を参
照して下さい。
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