
Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチのサー
ビス品質（QoS） ポリシー クラスマップ 設定 

目標
 

サービス品質（QoS） ポリシー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構成されています。 彼らがポートのファイル・トランスファ
ー 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。
 
この記事は Sx500 シリーズ スタック 可能 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。
  

適当なデバイス
 

• Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

ポリシー 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。 ポリシー クラスマップ ペ
ージは開きます。
 

 
呼び出します。 ポリシー名ドロップダウン リストからポリシーを選択して下さい。
 
注: 新しいポリシーを作成するために、ポリシー表をクリックして下さい。 ポリシー名を設
定するためにこの技術情報のセクション ポリシー表設定を参照して下さい。 
 



 
ステップ 3.始動にポリシーに定義されるクラスマップのリストを『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: クラスマップはページをマップするクラスで作成することができます。 記事を、定義し
ますこの設定のための Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチで、マップする QoS クラス
を参照して下さい。
 

 
ステップ 6.処理 Type フィールドの望ましいアクションに対応する Radio ボタンをクリック
して下さい。 この操作は入力 CoS/802.1p および/またはすべての一致するパケットの
Differential Services Code Point （DSCP）値を見なします。
 

• 使用して下さいデフォルト信頼モード—入力 CoS/802.1p および/または DSCP 値を無視
して下さい。 一致するパケットは最もよい努力として送信されます。
 
• 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 を信頼します。 パ
ケットが IP パケットである場合、スイッチはキュー表にパケットおよび DSCP の DSCP
値に基づいて出力キューにパケットを置きます。 パケットが非 IP パケットである場合、
スイッチはキュー表にパケットおよび CoS/802.1p の CoS/802.1p 値に基づいて出力キュ
ーにパケットを置きます。
 
• set — ドロップダウン リストから一致するパケットに関するモードを選択して下さい。
 

– dscp — New 値 フィールドの出力キュー（0-63）を判別するために値を入力して下さ
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— New 値 フィールドの出力キュー（1-4）を判別するために値を入力して下さい
。
 
– CoS/802.1p — New 値 フィールドの出力キュー（0-7）を判別するために値を入力して
下さい。 この値はキュー表への CoS/802.1p 優先度値および 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。 単
一なら 9 から 11 にステップに選択されます従って下さい。
 
• 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 ボタンがステップ 7 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はアグリゲートポリサー ページで作成することができます。 記
事を、追加しますこの設定のための Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチの QoS 拡張モ
ードのアグリゲートポリサーを参照して下さい。
 

 
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、
入力認定情報レート （CIR） フィールドのビット/秒で測定される認定情報レート
（CIR）の値を入力して下さい。 これは入力インターフェイスから届くことができるデータ



の平均最大数です。 この比率が超過する場合、データは廃棄されます。
 

 
ステップ 10.入力認定バーストサイズ（CBS）フィールドのバイトで最大バースト サイズを
（CIR を越えて行っても）入力して下さい。 最大バースト サイズは正当な制限を越えて超
過して、もリンクの帯域幅を増加するリンクで送信 することができるデータの量です。
 

 
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は廃棄されます。
 
• 定義された CIR を超過するプロファイル dscp — IP パケットからプロファイル DSCP マ
ッピング表からから得られる新しい DSCP と転送されます。
 

 
ステップ 12： [Apply] をクリックします。
  

ポリシー表設定
 

ステップ 1. Quality of Service（QoS）選択するべき 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 > QoS 拡張モード > ポリシー表。 ポリシー表ページは開きます。
 

 
ステップ 2.ポリシー名を追加するために『Add』 をクリック して下さい。 追加ポリシー表
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名を入力して下さい。
 
ステップ 4.設定を加えるために『Apply』 をクリック して下さい。
 



 

 
ステップ 5. （オプションの）はポリシー名を削除するために『Delete』 をクリック します
。
 
注:  ポリシー クラスマップ表ページに行くために、ポリシー表ページのポリシー クラスマ
ップ表をクリックして下さい。
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