
サービス品質（QoS） ポリシー クラスは
ESW2-350G スイッチの設定をマッピング しま
す 

目標
 

サービス品質（QoS） ポリシング機能はインターフェイスのトラフィックの比率を測定で
きるあらかじめ定義されたルールです。 彼らがポートのファイル転送 トラフィックの比率
の制限のような制限を超えないようにするのに使用されています。 これは帯域幅が超過し
ないようにするのを助けます。 クラスマップは同じトラフィックフローに属するためにみ
なされるパケットの種類を定義します。
 
この技術情報は ESW2-350G スイッチの QoS ポリシー クラスマップを設定する方法を説明
します。
 
注: クラス マッピング することは続行する前にされなければなりません。 詳細については
タイトルを付けられる技術情報を定義します ESW2-350G スイッチでマッピング する QoS
クラスを参照して下さい。
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

ポリシー クラス マップ 
 
ポリシー 表 
 

ステップ 1. Web 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 > QoS 拡張モー
ド > ポリシー 表 Quality of Service（QoS）選択し。 ポリシー 表 ページは開きます:
 

 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 New ウィンドウは現われます:
 



 
ステップ 3.新しい Policy Name フィールドでポリシーの名前を入力して下さい。
 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
 
ポリシーを削除するステップ 5. （オプションの）は適切なポリシー名チェックボックスを
チェックし、『Delete』 をクリック します。
  

クラス マップ 
 

ステップ 1. Web 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 > QoS 拡張モー
ド > ポリシー クラス マップ Quality of Service（QoS）選択し。 Maps ページ ポリシー ク
ラスは開きます:
 

 

 
呼び出します。 ポリシー名ドロップダウン リストからクラスマップを追加するためポリシ
ーを選択して下さい。
 
ステップ 3.ポリシーに定義されるすべてのクラスマップのリストを表示するために『Go』
をクリック して下さい。
 
ステップ 4.ポリシーに新しいクラスマップを追加するために『Add』 をクリック して下さ
い。
 



 
ステップ 5 クラスマップ名前ドロップダウン リストからポリシーに追加するためにクラス
マップを選択して下さい。
 
注: クラスマップに関する詳細についてはタイトルを付けられる技術情報を定義します
ESW2-350G スイッチでマッピング する QoS クラスを参照して下さい。
 

 
ステップ 6.アクションを定義するために処理 Type フィールドの appropriate オプション・
ボタンをクリックして下さい。 可能性のある オプションは次のとおりです:
 

• 使用して下さいデフォルト信頼モード—これは入力 CoS/802.1p および DSCP 値を無視
し、最もよい努力として代りにパケットを送信します。
 
• 常に信頼—スイッチは一致するパケットの CoS/802.1p および DSCP を常に信頼します
。 IP パケットはキュー 表への DSCP 値および DSCP に基づいて出力キューでキューに入



ります。 他のパケットはすべてキュー 表に CoS/802.1p に基づいて出力キューで評価しま
す CoS/802.1p をキューに入ります。
 
• set — ドロップダウン リストから、一致するパケットにおけるモードを選択して下さい
。
 

– dscp — 出力キュー（New 値 フィールドの 63）への 0 を判別するために DSCP 値を入
力して下さい。 この値はキュー 表への DSCP および DSCP に基づいています。
 
–キュー—出力キュー（New 値 フィールドの 4）への 1 を判別するためにキュー 値を入
力して下さい。
 
– CoS/802.1p —出力キュー（New 値 フィールドの 7）への 0 を判別するために
CoS/802.1p 値を入力して下さい。 この値はキュー 表への CoS/802.1p プライオリティ
値および CoS/802.1p に基づいています。
 

 
ステップ 7.望ましいポリシング機能タイプに対応する Radio ボタンをクリックして下さい
。
 

• なし—ポリシーは使用されません。
 
• 単一 A 単一 ポリシング機能は使用されます。 単一 ポリシング機能はポリシング機能の
QoS 仕様に基づいて一つのクラス マップおよびシングルフローに QoS を適用します。
 
• 集約—集約ポリシーは使用されます。 アグリゲートポリサーは 1つ以上のクラスマップ
および 1つ以上のフローに QoS を適用します。
 



 
ステップ 8 集約 Radio ボタンがポリシングする Type フィールドでクリックされる場合、ア
グリゲートポリサー ドロップダウン リストからアグリゲートポリサーを選択して下さい。
 
注: アグリゲートポリサーに関する詳細については ESW2-350G スイッチのアグリゲートポ
リサー設定と資格を与えられる技術情報を参照して下さい。
 

 
ステップ 9： 単一 Radio ボタンがポリシングする Type フィールドでクリックされる場合、
認定情報レート （CIR）の値を入力して下さい。 それはフレームリレー サービスの保証さ
れた 帯域幅の量を規定 します。 
 
タイムセーバ: ステップ 9 の単一をクリックしなかったらステップ 12 にスキップして下さ
い。
 



ステップ 10.入力 認定バーストサイズ（CBS）フィールドで認定バーストサイズの値を入力
して下さい。 認定バーストサイズはネットワークがある特定のコミットされた速度測定間
隔（Tc）で受け入れるデータの量です。 Tc は CBS への CIR の比率と定義されます。
 
ステップ 11.望まれるに超過するアクションを対応する Radio ボタンをクリックして下さい
。 この処置は着信パケットが CIR を超過するときとられます。
 

• なし—処置はとられません。
 
• drop —定義された Cir値を超過するパケットを廃棄します。
 
• プロファイルから dscp — プロファイル DSCPマッピング 表からに基づいて値に定義さ
れた Cir値を超過するパケットの DSCP 値を再マップして下さい。
 
注: プロファイル DSCPマッピング 表からのに関する詳細については ESW2-350G スイッ
チのプロファイル DSCPマッピングからの設定と資格を与えられる技術情報を参照して下
さい。
 

ステップ 12： Apply をクリックして変更を保存します。
 

 
ステップ 13： （オプションの）ポリシー クラス マップ チェックを適切なクラスマップ ポ
リシー チェックボックス編集し、『Edit』 をクリック するため。 それからステップ 5 に
12 に従って下さい。
 
ステップ 14： （オプションの）ポリシー クラス マップ チェックを適切なクラスマップ ポ
リシー チェックボックス削除し、『Delete』 をクリック するため。
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