
200/300 シリーズの CoS 信頼モードによる QoS
設定はスイッチを管理しました 

目標
 

ネットワーク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
。 QoS は異なる設定可能な基準に従ってある特定のネットワークトラフィックに優先順位
をつけることによってはたらきます。 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。 Cisco シリーズによって管理される
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。 QoS は異なる信
頼されたモードに基づく on Cisco 設定されたシリーズによって管理されるスイッチである
場合もあります。
 
スイッチは次の信頼されたモードをサポートします:
 

• トラフィックが輻輳によるスイッチでバッファリングされるとき Class of
Service（CoS） （CoS/802.1p）ユーザをデータパケットのための優先順位を規定するこ
とを許可します。 CoS は 0-7 から 7 つに高優先順位があるところで、及びます評価しま
す。 
 
• IP Differentiated Services Code Point （DSCP）は DSCP 値に基づいてパケットを検出
する。 VLAN プライオリティ タグは変更されません。
 

この記事は 200/300 シリーズによって管理されるスイッチの QoS CoS 信頼モードを設定す
る方法を説明します。
  

キュー マッピング 表へのデフォルト Cos
 

 
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]
 

802.1p 値 キュー 注意事項

0 1 背景説明

1 1 ベスト エフォート

2 2 優秀な努力

3 3 重要なアプリケ− ション LSV 電話 SIP

4 3 ビデオ

5 4 音声 Cisco IP Phone デフォルト

6 4 コントロール LSV 電話 RTP を相互に作用して下さい

7 4 ネットワーク制御



• v1.2.7.76
  

QoS の設定
 
QoS Properties
 

Properties ページ QoS が QoS をグローバルに 有効に し、QoS 信頼モードを設定するのに
使用されています。
 
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 > QoS
Properties Quality of Service（QoS）選択し。 Properties ページ QoS は開きます:
 

 
呼び出します。 スイッチの QoS を有効に するために QoS Mode フィールドのイネーブル
をチェックして下さい。
 
ステップ 3. CoS/802.1p で信頼モードを設定するために信頼 Mode フィールドの 
CoS/802.1p Radio ボタンをクリックして下さい。 信頼モードはネットワークトラフィック
がキューにどのように送信 されるか判別します。
 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。 QoS 信頼モードは設定されます。
 



 
ステップ 5. QoS コンフィギュレーションテーブルにスクロールし、インターフェイスの種
類 ドロップダウン リストからインターフェイスを選択して下さい。
 
ステップ 6.始動にポートまたはラグのリストを『Go』 をクリック して下さい。
 
ステップ 7.ポートの Radio ボタンをクリックするか、または編集したいと思います遅らし
て下さい。
 
ステップ 8.特定のインターフェイスを設定するために『Edit』 をクリック して下さい。 編
集インターフェイス CoS Configuration ウィンドウは現われます。
 



 
ステップ 9. （オプションの）は望ましいインターフェイスに対応する Radio ボタンをクリ
ックします。
 

• port — ポート ドロップダウン リストから設定するためにポートを選択して下さい。 こ
れは選択されたシングル ポートだけに影響を与えます。
 
• ラグ—ラグ ドロップダウン リストから設定するためにラグを選択して下さい。 これはラ
グ設定で定義されたポートの集まりに影響を与えます。
 

ステップ 10： デフォルト CoS ドロップダウン リストから持っている VLAN タグをしない
着信パケットのためのデフォルト CoS 値を選択して下さい。 7 つに高優先順位がある間、
0 CoS 値に低優先順位があります。
 
ステップ 11. 『Apply』 をクリック して下さい。 インターフェイスのためのデフォルト
CoS 値は設定されます。
  

QoS インターフェイス設定
 

Settings ページ QoS インターフェイスがポートの原則ごとの a の QoS を有効に するのに
使用されています。
 
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 > 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.インターフェイスの種類 ドロップダウン リストからインターフェイスを選択し
て下さい。
 
ステップ 3.始動にポートまたはラグのリストを『Go』 をクリック して下さい。
 
ステップ 4.ポートの Radio ボタンをクリックするか、または編集したいと思います遅らし
て下さい。
 
ステップ 5.特定のインターフェイスを設定するために『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 6. （オプションの）は望ましいインターフェイスに対応する Radio ボタンをクリ
ックします。
 

• port — ポート ドロップダウン リストから設定するためにポートを選択して下さい。 こ
れは選択されたシングル ポートだけに影響を与えます。
 
• ラグ—ラグ ドロップダウン リストから設定するためにラグを選択して下さい。 これはラ
グ設定で定義されたポートの集まりに影響を与えます。
 

ステップ 7 QoS State フィールドのイネーブルをチェックして下さい。 これは設定された
QoS 信頼モードに基づいてインターフェイスの着信 トラフィックに優先順位をつけます。
この場合、CoS/802.1p 信頼モード。 QoS 状態が無効に なる場合、インターフェイスのす
べての着信 トラフィックは最もよい努力 キューにマッピング され、プライオリティ設定は
起こりません。
 
ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。 インターフェイス設定は行われます。
  

QoS キュー
 

キュー ページが出力キューの優先順位を設定するのに使用されています。
 
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:
 

 
ステップ 2.各キューの望ましいスケジューリング方式に対応する Radio ボタンをクリック
して下さい。 これはトラフィックがどのように処理されるか判別します。
 

• 完全優先—高優先順位キューからの出トラフィックは最初に送信 されます。 低優先順位
キューからのトラフィックは結局高優先順位キュー トラフィック 送信 されます処理され
ます。
 
• WRR —重み付けラウンドロビン （WRR）はキューの重量に比例してキューにトラフィ
ックを送信 します。 これはより多くのパケットが高いウェイトを用いるキューから送信



されることを意味します。 キューはそのキューのクォータまで会います保守され、それか
ら次のキューは保守されます。
 

ステップ 3 スケジューリング 方式が WRR で設定される場合、WRR 重量 フィールドで各
キューのための重み値を入力して下さい。 高いウェイトを用いるキューはより多くの帯域
幅を与えられます。 キューに与えられる帯域幅のパーセントは WRR 帯域幅 フィールドの
%で表示する。
 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。 キュー設定は行われます。
  

キューへの CoS/802.1p
 

キュー ページへの CoS/802.1p が出力キューに 802.1p プライオリティ タグが付いているパ
ケットをマッピング するのに使用されています。
 
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 >
CoS/802.1p Quality of Service（QoS）選択し。 キュー ページへの CoS/802.1p は開きます:
 

 
次のフィールドは出力キューについての情報を表示する。
 

• 802.1p —入力パケットの 802.1p プライオリティ タグ。 802.1p タグのパケットは対応
した 出力キューにマッピング されます。
 
• 出力キュー—出力キュー対応する 802.1p タグにマッピング される。
 

注: プライオリティ タグのないパケットは Properties ページ QoS の設定されたデフォルト
CoS 値に基づいてプライオリティ タグを与えられます。
 
呼び出します。 出力キュー ドロップダウン リストから、パケットが、対応した 802.1 プラ
イオリティ タグと、送信される出力キューを選択して下さい。
 
注: キュー設定にデフォルト CoS を復元するために『Restore Defaults』 をクリック して下
さい。
 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。 設定を並べる CoS は設定されます。
  

帯域幅



帯域幅はインターフェイスのパケットの伝送速度です。 帯域幅 ページがインターフェイス
基礎ごとの a の入力および出力 帯域幅を設定するのに使用されています。
 
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.インターフェイスの種類 ドロップダウン リストからインターフェイスを選択し
て下さい。
 
ステップ 3.始動にポートまたはラグのリストを『Go』 をクリック して下さい。
 
ステップ 4.ポートの Radio ボタンをクリックするか、または編集したいと思います遅らし
て下さい。
 



ステップ 5.特定のインターフェイスを設定するために『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 6. （オプションの）は望ましいインターフェイスに対応する Radio ボタンをクリ
ックします。
 

• port — ポート ドロップダウン リストから設定するためにポートを選択して下さい。 こ
れは選択されたシングル ポートだけに影響を与えます。
 
• ラグ—ラグ ドロップダウン リストから設定するためにラグを選択して下さい。 これはラ
グ設定で定義されたポートの集まりに影響を与えます。
 

インターフェイスの入力 帯域幅を設定する入力レート Limit フィールドのステップ 7. （オ
プションの）チェック イネーブル。 これはインターフェイスで受信されるパケットのため
の帯域幅です。 このオプションが無効に なれば 100 キロビットのデフォルト値は使用され
ます。
 
ステップ 8 入力レート制限が有効に なる場合、インターフェイスの入力のために許可され
る帯域幅を入力して下さい。
 
インターフェイスの出力 帯域幅を設定する出力 シェーピング速度 フィールドのステップ 9.
（オプションの）チェック イネーブル。 これはインターフェイスから送信されるパケット
のための帯域幅です。 このオプションが無効に なれば 64 キロビットのデフォルト値は使
用されます。
 
ステップ 10： 出力 シェーピング速度が有効に なる場合、次のフィールドを入力して下さ
い。
 

• 認定情報レート （CIR） —帯域幅はインターフェイスの出力を可能にしました。
 
• 認定バーストサイズ（CBS） —インターフェイスのバーストで送信 することができるデ
ータの量。
 

ステップ 11. 『Apply』 をクリック して下さい。 帯域幅設定は行われます。
  

キューごとに形づく出力
 

キュー ページごとに形づく出力がキュー基礎ごとの a の出力 帯域幅を設定するのに使用さ
れています。
 
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.インターフェイスの種類 ドロップダウン リストからインターフェイスを選択し
て下さい。
 
ステップ 3.始動にポートまたはラグのリストを『Go』 をクリック して下さい。
 
ステップ 4.ポートの Radio ボタンをクリックするか、または編集したいと思います遅らし
て下さい。
 
ステップ 5.特定のインターフェイスを設定するために『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. （オプションの）は望ましいインターフェイスに対応する Radio ボタンをクリ
ックします。
 

• port — ポート ドロップダウン リストから設定するためにポートを選択して下さい。 こ
れは選択されたシングル ポートだけに影響を与えます。
 
• ラグ—ラグ ドロップダウン リストから設定するためにラグを選択して下さい。 これはラ
グ設定で定義されたポートの集まりに影響を与えます。
 

ステップ 7 キューの出力 帯域幅を設定するためにキュー フィールドのイネーブルをチェッ
クして下さい。
 
ステップ 8 キュー フィールドが有効に なる場合、次のフィールドを入力して下さい。
 

• 認定情報レート （CIR） —帯域幅はインターフェイスの出力を可能にしました。 デフォ
ルト値は 64 キロビット/秒です。
 
• 認定バーストサイズ（CBS） —インターフェイスのバーストで送信 することができるデ
ータの量。 デフォルト値は 128000 バイトです。
 

ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。 キュー設定ごとに形づく出力は設定されま
す。
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