
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） ポリシー プ
ロファイル設定 

目標
 

Wide Area Network （WAN）サービス品質（QoS） ポリシー プロファイルは分類ベースの
プロファイルによってトラフィックを管理します。 これらのプロファイルは管理者がネッ
トワークのために最もよい方法で帯域幅を利用することを可能にします。 マッピング ペー
ジをインターフェイスさせるポリシー プロファイルは管理者が WANインターフェイス ト
ラフィックにポリシー プロファイルを適用することを可能にします。 異なるポリシー プロ
ファイルは受信および送信トラフィックに使用することができます。 この機能は正しく設
定されたときネットワークのためのトラフィックフローを効率的かつ効果的に制御します。
すべてのデータに渡されるおよび/または廃棄される等しい可能性があります。 QoS
（Quality of Service）を使うと特定のネットワーク トラフィックに優先順位をつけること
ができます。 これはネットワーク帯域幅がもっと効果的に利用され、ネットワーク パフォ
ーマンスをより予想できるようにする必要があるとき役に立つツールです。 この記事は
WAN QoS ポリシー プロファイルおよび ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアン
スのマッピング設定をインターフェイスさせるためにポリシー プロファイルを設定する方
法を説明します。
 
注: 知るために WAN QoS 設定を有効に 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]
 

• 1.1.14
  

QoS ポリシー プロファイル設定
 
ポリシー プロファイル作成設定
 

このプロシージャは WANインターフェイスを通してトラフィックの調整を助けるようにポ
リシー プロファイルを作成する方法を示します。
 
注: 32 までの WAN QoS ポリシー プロファイルはセキュリティ アプライアンスで設定する
ことができます。
 
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 > QoS ポリシー プロファイル選択し。 Profile ページ
QoS ポリシーは開きます:



 
呼び出します。 QoS ポリシー表で、新しいポリシーを追加するために『Add』 をクリック
して下さい。 QoS ポリシー- Add/Edit ウィンドウは現われます:
 

 
ステップ 3 Policy Name フィールドでは、QoS ポリシーの名前を入力して下さい。
 
ステップ 4 フィールドに適用ではこのポリシーは、Radio ボタンをクリックします。
 

• 受信 トラフィック–このオプションは受信 トラフィックに QoS ポリシーを適用します。
 
• 送信トラフィック–このオプションは送信トラフィックに QoS ポリシーを適用します。
 

ステップ 5 QoS クラス ルール表で、『Add』 をクリック して下さい。 QoS クラス ルール
- Add/Edit ウィンドウは現われます:
 



 
ステップ 6 クラス ドロップダウン リストから、ポリシーで含むためにクラスを選択して下
さい。
 
注: 知るために QoS トラフィック クラス セレクタ設定を行う方法を ISA500 シリーズ 統合
セキュリティ アプライアンスの記事 WAN サービス品質（QoS） トラフィック セレクタ
（分類）設定を参照して下さい。
 
ステップ 7 キュー ドロップダウン リストから、このクラスのための送信トラフィックが送
信 される キューを選択して下さい。 このステップは送信トラフィックポリシーにだけ適用
されます。 ISA はトラフィック クラスがキューの相対的な優先順位を判別すればのに使用
されていればある特定の送信ポートで送信されるために待っている帯を保持するのに複数の
キューが使用されているように設定することができます。 より高いトラフィック クラスの
すべての待っている帯はより低いトラフィック クラスのあらゆる待っている帯の前に送信
されます。 アクセス優先順位と同様に、トラフィック クラスは着信ユーザ優先順位に基づ
いて ISA によって割り当てられます。
 
ステップ 8 DSCP マーキング ドロップダウン リストから、トラフィックに適用するために
DSCP 値を選択して下さい。 ネットワーク トラフィックに割り当てられるべきサービスの
異なるレベルを有効にする DSCP は IP パケットのフィールドです。 DSCP 値は 0 から 63
まで及びます。 DSCP の利点はマップするべき値のずっとより大きい範囲があり、値のマ
ッピングが複雑にされてより多くの仕様である場合もあることであり。 DSCP は OSI （オ
ープン システム相互接続（OSI））モデルのレイヤ3 ではたらきます。 それは CoS/802.1p
値にそれらの値のより大きい範囲内部がそれぞれあるのとが、同じ分類に続きます。
 

– 0 から 7 つ—トラフィック最もよい努力がこの範囲で割り当てることができると同時に
扱われる。 最もよい努力。 それはリアルタイムのサービスのデフォルトタイプで、トラ
フィックのために推奨されます。
 
– 8 から 23 —背景説明。 すべてのトラフィックはバックグラウンドで実行するこの範囲
で割り当てられる必要があります。 これにはバルク 転送、ゲーム先祖などが含まれてい
ます
 
– 24 から 31 —最もよい努力。 データ通常の LAN 優先順位のベストエフォート型 配送を
必要とする。 ネットワークは配信で保証を提供しませんが、データはトラフィックに基づ
いて明記されていない ビット ビット・レートおよび受渡し時間を得ます。 ほとんどのア
プリケーションは最もよい努力にデフォルトで設定されます。
 
– 32 から 47 —すべてのビデオトラフィックはこの範囲で割り当てることができます
 
– 48 から 63 —この範囲は音声トラフィックのために主に意図されています。
 

ステップ 9： CoS マーキング ドロップダウン リストから、トラフィックに適用するために
CoS 値を選択して下さい。 0 はトラフィックの低優先順位です。 7 つはトラフィックの高



優先順位です。 このステップは受信 トラフィックポリシーにだけ適用されます。 これらの
値はトラフィックの性質に基づいています。 CoS 0 が最も低い間、CoS 7 は高優先順位で
す。
 

– 7 つ—ネットワーク制御。 ネットワーク インフラストラクチャを維持し、サポートす
ることを通過するべき高い要件。
 
– 6 つ—内側ネットワーク制御。 LVS 電話リアルタイム転送プロトコル（RTP）。
 
– 5 つ—音声。 レイテンシーおよびジッタより少しより 10 ミリ秒
 
– 4 つ—ビデオ。 レイテンシーおよびジッタより少しより 100 ミリ秒
 
– 3 つ—重要なアプリケ− ション。 Linux 仮想サーバ（LVS）電話セッション開始プロト
コル（SIP）のように。
 
– 2 つ—優秀な努力。 データ重要なユーザ向けのベストエフォート デリバリを必要とす
る。
 
– 1 つ—最もよい努力。 データ通常の LAN 優先順位のベストエフォート型 配送を必要と
する。 ネットワークは配信で保証を提供しませんが、データはトラフィックに基づいて
明記されていない ビット ビット・レートおよび受渡し時間を得ます。
 
– 0 —背景説明。 データ バルク 転送のように最も少なく優先順位をつけられる、ゲーム
先祖など
 

ステップ 10： レートリミット フィールドでは、キロビット/秒のこのクラスに適用するト
ラフィックのための帯域幅制限を入力して下さい。 0 という値はことを帯域幅制限存在示
しません。
 
ステップ 11. 『OK』 をクリック して下さい。 QoS クラス ルール- Add/Edit ウィンドウは
再現します。
 
ステップ 12： [OK] をクリックします。 Profile ページ QoS ポリシーは再現します。
 

 
ステップ 13： 設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

マッピング設定をインターフェイスさせるポリシー プロファイル
 



このプロシージャはプロファイルが適用される WANインターフェイスにポリシー プロファ
イルをマップする方法を示します。
 
注: 知るために二重 WAN 設定を行う方法をそれから ISA500 シリーズ 統合セキュリティ ア
プライアンスの記事二重 WAN 設定を参照して下さい。
 
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 をマッピングをインターフェイスさせる QoS > ポリシー プロ
ファイル選択し。 マッピング ページをインターフェイスさせるポリシー プロファイルは現
われます:
 

 
呼び出します。 WANインターフェイスに関してはへのポリシー プロファイルを追加してほ
しいどれに Edit アイコン（鉛筆アイコン）をクリックして下さい。 マッピング インターフ
ェイスさせるポリシー プロファイル- Edit ウィンドウは現われます:
 

 
ステップ 3 受信ポリシー名ドロップダウン リストから、WANインターフェイスの受信 トラ
フィックに適用するためにポリシー プロファイルを選択して下さい。
 
ステップ 4 送信ポリシー名ドロップダウン リストから、WANインターフェイスの送信トラ
フィックに適用するためにポリシー プロファイルを選択して下さい。
 
ステップ 5：[OK] をクリックします。 マッピング ページをインターフェイスさせるポリシ
ー プロファイルは再現します。
 

 
ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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