
●

●

200/300 シリーズの DSCP 信頼モードコンフィ
ギュレーションを用いるサービス品質
（QoS）はスイッチを管理しました 

目標
 

ネットワークパフォーマンスを最適化する共通のメソッドはサービス品質（QoS）の使用に
よってあります。 カスタマイズ QoS 設定のネットワーク内のトラフィックに優先順位をつ
けることができます。 低優先順位トラフィックは高優先順位トラフィックによりよいスル
ープットを提供するために減速します。 200/300 シリーズ スマートなスイッチはキュー 4
に高優先順位がある 4 つのキューをサポートします。 また、QoS の 2 つの信頼されたモー
ドがあります: Class of Service（CoS） （CoS/802.1p）トラフィックが DSCP 値に基づい
てパケットを検出する Differentiated Services Code Point （DSCP）および輻輳によるスイ
ッチでバッファリングされる時ユーザがデータパケットのための優先順位を規定することを
可能にする。
 
この記事は DSCP で QoS を設定する方法を信頼しました 200/300 シリーズによって管理さ
れるスイッチのモードを説明します。
  

適当なデバイス
 

SF/SG 200 および SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

1.3.0.62
  

イネーブル DSCP 信頼モード
 

実行する必要がある第一歩はスイッチの DSCP 信頼モード モードを有効に することです。
 
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 基本 モー
ド > グローバルな設定 Quality of Service（QoS）選択し。 グローバルな設定 ページは開き
ます:
 

 
呼び出します。 信頼 Mode フィールドで、DSCP を有効に するために DSCP をクリックし
て下さい。
 



ステップ 3 上書きする 入力 DSCP フィールドでは、DSCP 上書きする 表の新しい値の着信
パケットのオリジナル DSCP 値を無効にするために Enable チェックボックスをチェックし
て下さい。
 
ステップ 4. DSCP 上書きする 表をクリックして下さい。 DSCP 上書きする 表 ウィンドウ
は現われます。
 

 
ステップ 5 値の各 DSCP に関しては、DSCP が評価する適切なドロップダウン リストから
選択して下さい。
 
ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

インターフェイスの QoS を有効または無効にして下さい
 

DSCP 信頼モードが正しく設定されたら、次のステップは QoS が適用するインターフェイ
スを選択することです。 このセクションはインターフェイスの QoS を有効または無効にす
る方法を説明します。
 



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 基本 モー
ド > インターフェイス設定 Quality of Service（QoS）選択し。 Settings ページ インターフ
ェイスは開きます:
 

 
呼び出します。 インターフェイスの種類等号からドロップダウン リストへの、『Port』 を
選択 しか、または（リンク 集約 グループ）インターフェイスの種類として遅らし、『
Go』 をクリック して下さい。 ラグは 8 つまでの物理リンクの総計帯域幅を提供する単一
論理リンクに個々のインターフェイスを結合します。
 
ステップ 3.有効または無効にしたいと思うインターフェイスの Radio ボタンをクリックし
て下さい。
 
ステップ 4. 『Edit』 をクリック して下さい。 編集 QoS インターフェイス Settings ウィン
ドウは現われます。
 

 
ステップ 5 QoS State フィールドでは、インターフェイスの QoS を有効に するために 



Enable チェックボックスをチェックして下さい。 インターフェイスの QoS を無効に する
ために、Enable チェックボックスのチェックを外して下さい。
 
ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

マルチプルインターフェイスに QoS 設定を適用して下さい
 

このセクションは単一 のインターフェイスまたはマルチプルインターフェイスに QoS 設定
を適用する方法を説明します。
 
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 基本 モー
ド > インターフェイス設定 Quality of Service（QoS）選択し。 Settings ページ インターフ
ェイスは開きます:
 

 
ステップ 2.マルチプルインターフェイスに設定を適用したいと思うインターフェイスの
Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 3.設定を『Copy』 をクリック して下さい。 コピー Settings ウィンドウは現われ
ます。
 



 
ステップ 4 フィールドへのでは、ステップ 2.で選択されるインターフェイスの設定を適用
してほしいインターフェイスの範囲を入力して下さい。 入力としてインターフェイスのイ
ンターフェイス番号か名前を使用できます。 5 1 のようなカンマで、3 分かれる入る、各イ
ンターフェイスにことができますまたは GE1、GE3、GE5、または 1-5 または GE1-GE5
のようなインターフェイスの範囲を入力することができます。
 
ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
イメージは下記の設定済みインターフェイスの変更を示します
 

  
QoS キュー設定
 

インターフェイスの QoS を設定したら、次のステップはトラフィックにきちんと優先順位
をつける QoS キュー設定されます。 このセクションは QoS キューを設定する方法を説明
します。



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 > 一般 > キュー
Quality of Service（QoS）選択し。 キュー ページは開きます:
 

 
呼び出します。 低優先順位として 1 および高優先順位として 4 の 4 つのプライオリティキ
ューが、あります。 また、これらの優先順位を割り当てる 2 つのスケジューリング メソッ
ドがあります。 これらは完全優先および WRR （重み付けラウンド ロビン）です。 完全優
先と、高優先順位キューによってアウトゴーイングトラフィックは高優先順位キューによっ
てトラフィックが送信される後やっと低優先順位キューによってトラフィックが送信される
一方、最初に送信されます。 一方では、WRR と、キューから送信されるパケットの数はキ
ューの重量に比例しています。 より高い重量、より多くの帯は送信 されます。 利用可能
なスケジューリング メソッドの 1 つにプライオリティキューを、各優先順位に割り当てる
ことは、利用可能 なスケジューリング メソッドの appropriate オプション・ ボタンをクリ
ックします。
 
ステップ 3 ステップ 2 で、WRR にプライオリティキューを割り当てたら、各優先順位のた
めのウエイトを規定 する必要があります。 これをするために、WRR 重量 フィールドでウ
エイトを入力して下さい。
 
ステップ 4.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

キューに DSCP をマッピング して下さい
 

このセクションは出力キューに DSCP をマッピング する方法を説明します。
 
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キューに > 一般 >
DSCP Quality of Service（QoS）選択し。 キュー ページへの DSCP は開きます:
 



 
呼び出します。 各入力 DSCP 値に関しては、出力キュー ドロップダウン リストからとマ
ッピング されるべき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『Apply』 をクリック して下さい。
 
デフォルトに出力キュー値を復元するステップ 4. （オプションの）は『Restore Defaults』
をクリック します。
  

設定 帯域幅
 

このセクションはインターフェイスの帯域幅を設定する方法を記述します。
 
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 > 一般 > 帯域幅
Quality of Service（QoS）選択し。 帯域幅 ページは開きます:
 



 
呼び出します。 フィルタ: フィールドへのインターフェイスの種類等号はドロップダウン
リスト ポートから、選択するか、またはインターフェイスの種類として遅れます。
 
ステップ 3. 『Go』 をクリック して下さい。 ページはステップ 2.で選択されるインターフ
ェイスの種類を示します。
 
ステップ 4.帯域幅特性を編集したいインターフェイスの Radio ボタンをクリックして下さ
い。
 
ステップ 5. 『Edit』 をクリック して下さい。 編集帯域幅 ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 6 入力レート制限を有効に するために、入力レート制限チェックボックスをチェ
ックして下さい。 このフィールドはインターフェイスがポートに設定 される場合その時だ



け利用できます。
 
ステップ 7 入力レート Limit フィールドでは、インターフェイスで割り当てられる帯域幅の
最大量が入力して下さい。 このフィールドはインターフェイスがポートに設定 される場合
その時だけ利用できます。
 
ステップ 8 出力 シェーピング速度を有効に するために、出力 シェーピング速度 チェック
ボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 9： 認定情報レート （CIR） フィールドでは、インターフェイスの出力に許可さ
れる最大帯域幅を入力して下さい。
 
ステップ 10： 認定バーストサイズ（CBS）フィールドでは、各出力 インターフェイスのデ
ータの最大バースト サイズを入力して下さい。
 
ステップ 11.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 12： いくつかの適当なデバイスに関しては、編集帯域幅 ウィンドウは入力 認定
バーストサイズ オプションと現われます。 このフィールドはインターフェイスがポートに
設定 される場合その時だけ利用できます。
 

 
ステップ 13： 入力レート制限および入力 認定バーストサイズ（CBS）を有効に するため
に、入力レート制限チェックボックスをチェックして下さい。 このフィールドはインター
フェイスがポートに設定 される場合その時だけ利用できます。
 
ステップ 14： 入力 認定バーストサイズ オプションでは、インターフェイスで割り当てら
れる帯域幅の最大量が入力して下さい。このオプションは許可された制限を越えてあるデー
タの量に増加が一時的にあるとはたらきます。このフィールドはインターフェイスがポート
である場合その時だけ利用できます。 
 
ステップ 15： ステップ 6 に 11.を繰り返して下さい。 
  

マルチプルインターフェイスに帯域幅設定を適用して下さい
 

このセクションはマルチプルインターフェイスに単一 のインターフェイスの帯域幅設定を
適用する方法を記述します。
 
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 > 一般 > 帯域幅
Quality of Service（QoS）選択し。 帯域幅 ページは開きます:
 



 
ステップ 2.マルチプルインターフェイスに設定を適用したいと思うインターフェイスの
Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 3.設定を『Copy』 をクリック して下さい。 コピー Settings ウィンドウは現われ
ます。
 

 
ステップ 4 フィールドへのでは、ステップ 2.で選択されるインターフェイスの設定を適用
してほしいインターフェイスの範囲を入力して下さい。 入力としてインターフェイスのイ
ンターフェイス番号か名前を使用できます。 5 1 のようなカンマで、3 分かれる入る、各イ
ンターフェイスにことができますまたは GE1、GE3、GE5、または 1-5 または GE1-GE5
のようなインターフェイスの範囲を入力することができます。
 
ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
イメージは下記の設定の後で変更を描写します。
 



  
キューごとに形づく出力 
 

このセクションはキューごとに形づく出力を設定する方法を記述します。 キュー制限ごと
にキュー基礎ごとの a の単一 のインターフェイスの egressed 帯の伝送速度を、形づける出
力。
 
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 > キューごとに形
づく一般 > 出力 Quality of Service（QoS）選択し。 キュー ページごとに形づく出力は開き
ます:
 



 
呼び出します。 フィルタ: フィールドへのインターフェイスの種類等号はドロップダウン
リスト ポートから、選択するか、またはインターフェイスの種類として遅れます。
 
ステップ 3. 『Go』 をクリック して下さい。 ページはステップ 2.で選択されるインターフ
ェイスの種類を示します。
 
ステップ 4.編集したいと思うインターフェイスの Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 5. 『Edit』 をクリック して下さい。 キュー ウィンドウごとに形づく編集出力は
現われます。
 



 
ステップ 6  キュー 1 フィールドでは、キュー 1.のために形づく出力を有効に するために 
Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 7 認定情報レート （CIR）では、最大レートを入力して下さい。 CIR はインター
フェイスで送信 することができる平均データの最大量です。
 
ステップ 8 認定バーストサイズ（CBS）では、最大バースト サイズを入力して下さい。
CBS は送信 されることができるデータの最大バーストです。
 
ステップ 9.ステップをキュー 2、3、および 4.の他のための 6-8 適用して下さい。
 
ステップ 10.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 



  
キューごとに形づくマルチプルインターフェイスに出力を適用して下さい
 

このセクションはマルチプルインターフェイスに単一 のインターフェイスの出力 シェーピ
ングコンフュギュレーションを適用する方法を記述します。
 
ステップ 1.ログイン幼児は Web コンフィギュレーションユーティリティ > キューごとに形
づく一般 > 出力 Quality of Service（QoS）選択し。 キュー ページごとに形づく出力は開き
ます。
 



 
ステップ 2.マルチプルインターフェイスに設定を適用したいと思うインターフェイスの
Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 3.設定を『Copy』 をクリック して下さい。 コピー Settings ウィンドウは現われ
ます。
 

 
ステップ 4 フィールドへのでは、ステップ 2.で選択されるインターフェイスの設定を適用
してほしいインターフェイスの範囲を入力して下さい。 入力としてインターフェイスのイ
ンターフェイス番号か名前を使用できます。 5 1 のようなカンマで、3 分かれる入る、各イ
ンターフェイスにことができますまたは GE1、GE3、GE5 または 1-5 または GE1-GE5 の
ようなインターフェイスの範囲を入力することができます。
 
ステップ 5.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
イメージは下記の設定の後で変更を描写します。
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