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 目標
 

サービス品質（QoS）がユーザのエクスペリエンスを改善するためにネットワークトラフィ
ック 管理を最適化するのに使用されています。 QoS は通信ネットワークのパフォーマンス
の定義されたメジャーです。 それは別のもの上の伝達の 1 つの型に優先順位をつけます。
QoS はレイテンシー、エラー発生率および稼働時間のような他のネットワークパフォーマ
ンス要素との帯域幅および取り引きを実現させるネットワークの機能を高めます。 QoS は
またネットワークのデータ（ビデオ、オーディオ、ファイル）の特定の種類のための優先順
位の設定によってネットワークリソースを制御し、管理することを含みます。 それはビデ
オ オンデマンド、インターネット プロトコル テレビ（IPTV）、Voice over Internet
Protocol （VoIP）、ストリーミング メディア、ビデオ会議およびオンライン賭博のために
生成されるネットワークトラフィックに専ら適用されます。
 
この技術情報の目標は QoS 機能を説明し、RV160/RV260 ルータでそれらを設定する手順
を提供することです。
  

適当なデバイス
 

RV160
RV260
  

[Software Version]
 

1.0.00.13
  

セグ：前のTUに含めます
 

RV160/RV260 の QoS 機能は、WAN ポリシング並べる、トラフィック クラス、Wide Area
Network （WAN） WAN 帯域幅管理、スイッチ 分類、およびスイッチ キューイングが含ま
れています。 各機能は技術情報の以降のセクションで詳しく説明されています。
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トラフィック クラス
 

トラフィック クラスはサービスに基づいて望ましいキューにトラフィックを分類すること
を可能にします。 サービスはレイヤ4 トランスミッション コントロール プロトコル
（TCP）またはユーザ データグラム プロトコル（UDP） ポートアプリケーション、出典ま
たは宛先 IP アドレス、Differentiated Services Code Point （DSCP）、レシーブ インター
フェイス、OS およびデバイスの種類のどちらである場合もあります。 また着信パケットの
DSCP 値を書き換えることができます。 デフォルトで、すべてのネットワークトラフィッ
クはデフォルトトラフィック クラスと一致します。
 
トラフィック クラスを設定するために、次の手順に従って下さい:
 
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。 ルータのためのユ
ーザ名 および パスワードを入力し、『Login』 をクリック して下さい。 デフォルトのユー
ザ名およびパスワードは cisco です。
 

注: この技術情報では、QoS を設定するのに RV260 を使用します。 設定は使用するモデル
によって変わるかもしれません。
 
ステップ 2. QoS > トラフィック クラス クリックして下さい。
 

ステップ 3 トラフィック 表で、（または行を選択し、『Edit』 をクリック し、） 『Add』
をクリック して下さい次を入力して下さい:
 

クラスネーム-クラスの名前を入力して下さい
説明-クラスの説明を入力して下さい
使用中-トラフィック クラス レコードはキューイング ポリシーによって使用されていま
す



この例では、クラスネームは SIP_Voice です、説明は音声トラフィックであり、使用中い
いえあります
 

ステップ 4 サービス表で、（または行を選択し、『Edit』 をクリック し、） 『Add』 をク
リック して下さい次の情報を入力して下さい:
 

 
 

ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
WAN キューイング
 

輻輳管理はインターフェイスから送信 される 選択したトラフィックに優先順位をつけるこ
とによってよりよいサービスを提供する QoS 手法の 1 つです。 輻輳管理は一時的な輻輳を
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取り扱うのにキューイングを使用します。 パケットは分類に基づいておよび伝達のために
スケジュールされるそれらのキューに帯域幅が利用可能になるまで割り当てられます。 キ
ューの設定は高優先順位トラフィックが輻輳の時使用可能になるようにします。 従って、
Lan-to-wan トラフィックは相互独立的である 3 つのモード（比率制御、優先順位および低
遅延）で、管理することができます。 並べる WAN を設定するために次の手順に従って下
さい:
 
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。 ルータのためのユ
ーザ名 および パスワードを入力し、『Login』 をクリック して下さい。 デフォルトのユー
ザ名およびパスワードは cisco です。
 

注: この技術情報では、WAN キューイングを設定するのに RV260 を使用します。 設定は使
用するモデルによって変わるかもしれません。
 
ステップ 2. QoS > WAN キューイング クリックして下さい。
 

ステップ 3.望ましいキューイング エンジンを選択し、次の情報を提供して下さい。
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ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
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WAN ポリシング
 

ポリシングを行なう WAN では制御モードは 8 つのキューをサポートします。 各キューは
最大レートで設定することができます。
 
ポリシングを行なう WAN を設定するために次の手順に従って下さい:
 
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。 ルータのためのユ
ーザ名 および パスワードを入力し、『Login』 をクリック して下さい。 デフォルトのユー
ザ名およびパスワードは cisco です。
 

注: この技術情報では、WAN キューイングを設定するのに RV260 を使用します。 設定は使
用するモデルによって変わるかもしれません。
 
ステップ 2. QoS > WAN ポリシング クリックして下さい。
 

ステップ 3 WANインターフェイスで受け取ったトラフィックのイネーブル ポリシングをチ
ェックして下さい。
 

ステップ 4 表のポリシングを行なう WAN では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。
 



ステップ 5 次に、指定フィールドでポリシー名および説明を入力して下さい。
 

ステップ 6 表で、ドロップダウン リストからトラフィック クラスを（明記していないまた
はデフォルト）、キューで適用されるために選択して下さい。 トラフィック クラスはサー
ビスに基づいて望ましいキューにトラフィックの分類を可能にします。 デフォルトで、す
べてのトラフィックはデフォルトトラフィック クラスに一致します。
 

ステップ 7  最大レート フィールドでは、WAN から LAN に着信トラフィックを制限するた
めにパーセントでキューの帯域幅の最大レートを入力して下さい。
 



ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
WAN 帯域幅管理
 

WANインターフェイスは ISP によって提供される最大帯域幅で設定することができます。
値（KBP/S の転送レート）が設定されるとき、インターフェイスに入るトラフィックは定
義された レートで設定 されます。
 
WAN 帯域幅管理を設定するために、次の手順に従って下さい:
 
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。 ルータのためのユ
ーザ名 および パスワードを入力し、『Login』 をクリック して下さい。 デフォルトのユー
ザ名およびパスワードは cisco です。
 



注: この技術情報では、WAN キューイングを設定するのに RV260 を使用します。 設定は使
用するモデルによって変わるかもしれません。
 
ステップ 2. QoS > WAN 帯域幅管理クリックして下さい。
 

ステップ 3 WAN 帯域幅管理 表で、インターフェイスを選択し、次を設定して下さい:
 

 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
分類を切り替えて下さい
 

kb/s kb/s. 
kb/s   WAN   kb/s.*   
     WAN
   



ポートベースのような QoS モードでは、DSCP ベースおよび CoS ベース、パケットは送
信されます。
 
QoS スイッチ 分類を設定するため、
 
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。 ルータのためのユ
ーザ名 および パスワードを入力し、『Login』 をクリック して下さい。 デフォルトのユー
ザ名およびパスワードは cisco です。
 

ステップ 2. QoS > スイッチ 分類クリックして下さい。
 

ステップ 3.望ましいスイッチ QoS モード（ポートベース、DSCP ベースかまたは CoS ベ
ース）を選択して下さい。
 
Port-
based

  LAN 
•  LAN   
•   –   

DSCP IPv6 DSCP  IPv6     DSCP  4   Queue1  10  DSCP   40  IPv6 
Queue1   DSCP 
•  DSCP   

CoS   Class of ServiceCoS;  
•  CoS   



 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
キューイングを切り替えて下さい
 

、ポート毎に 4 つのキューのためのキュー ウエイトは並べる各キューにウエイトを割り当
てることによって、スイッチでは設定することができます。 重みの範囲は 1 から 100 から
のどれである場合もあります。 ラグが有効に なるとき、4 つのキューのそれぞれのための
キュー ウエイトを定義できます。
 
注: 重量が 0 である場合、キューは高優先順位キューにあります。
 
スイッチ キューイングを設定するため、
 
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。 ルータのためのユ



ーザ名 および パスワードを入力し、『Login』 をクリック して下さい。 デフォルトのユー
ザ名およびパスワードは cisco です。
 

ステップ 2. QoS > スイッチ キューイング クリックして下さい。
 

ステップ 3 並べるスイッチではキューのそれぞれに適切なウエイトを選択して下さい。
 

ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

ステップ 5.システムデフォルト標準設定を復元するために『Restore Defaults』 をクリック
して下さい。
 



結論
 

この資料では、RV160/RV260 ルータの異なる QoS 機能は説明され、それらを設定する手
順は提供されました。
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