
RV120W VPN ファイアウォールの WAN QoS プ
ロファイル設定およびバインディング 

目標
 

セキュア ネットワーク（LAN）から不確かなネットワーク（WAN）にフローするトラフィ
ックの帯域幅は帯域幅プロファイルが使用される場合形づけることができます。 送信 トラ
フィックがで送信 されること比率を制限するのに帯域幅 プロファイルを使用できます。 こ
れは LAN ユーザによってインターネット リンクのすべての帯域幅の消費を防ぎます。
 
帯域幅 プロファイル設定は Web コンフィギュレーションユーティリティからの帯域幅制御
機能を有効に する機能で構成されています。 これはプロファイルのカスタマイゼーション
を可能にし、消費される場合があるか帯域幅全体のどの位作成される各プロファイルのため
に判別します。 WAN QoS プロファイルを作成した後、トラフィック セレクタにプロファ
イルを結合 して下さい。 トラフィックはトラフィック セレクタと一致するバインドされた
プロファイルのルールに従います。
 
この資料の目標は RV120W VPN ファイアウォールの帯域幅プロファイルの設定を助けるこ
とです。
  

適当なデバイス
 

• RV120W
  

[Software Version]
 

• 1.0.4.10
  

設定 帯域幅プロファイル
 

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 > WAN QoS
プロファイル選択し。 WAN QoS プロファイル ページは開きます:
 



  
グローバルな設定
 

呼び出します。 WAN QoS を有効に するために WAN QoS フィールドの Enable チェック
ボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 3. WAN QoS Mode フィールドの望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。
このオプションは帯域幅 プロファイルの種類を定義します。
 

• priority —このモードは優先順位に基づいて WAN のパーセントとしての全帯域幅の指定
を可能にします。
 
• レートリミット—このモードはプロファイルのために割り当てられる帯域幅の最大量の
指定を可能にします。
 

注: 警告のウィンドウは WAN QoS モード変更がそれから前の WAN QoS 設定リセットされ
る場合ことに状態現われます。 [OK] をクリックして、次に進みます。
 
タイムセーバ: レートリミットが選択される場合ステップ 4 および 5 をスキップして下さい
。
  

優先順位 帯域割り当て
 

ステップ 4 ステップ 3 の優先順位を選択した場合、優先順位 帯域割り当て設定エリアでこ
のプロファイル（下位、メディア、または最高）のための優先順位を入力して下さい。
 

• 高帯域割り当てを入力して下さい。 これは高優先順位クラス トラフィック（61-100）に
割り当てられる帯域幅です。
 
• メディア—帯域割り当てを入力して下さい。 これは中程度の 優先順位クラス トラフィッ
ク（31-60）に割り当てられる帯域幅です。
 



• 低帯域割り当てを入力して下さい。 これは低優先順位クラス トラフィック（10-30）に
割り当てられる帯域幅です。
 

ステップ 5 合計 WAN インターネット 帯域幅 フィールドでは、プロファイル（1-100）に
割り当てられるべき期待される帯域幅を入力して下さい。 適切な帯域割り当ては QoS プロ
ファイルのほとんどの効率的な実装を可能にします。 WAN の全帯域幅はネットワークに出
入して常に中継で送られているデータの全体の量です。
  

WAN QoS プロファイル 表
 

ステップ 6.新しい帯域幅 プロファイルを追加するために『Add』 をクリック して下さい。
 
ステップ 7. Name フィールドに Profile Name を入力して下さい。 名前がトラフィック 選
択基準にプロファイルを識別し、関連付けるのに使用されています。
 

 
ステップ 8 優先順位 WAN QoS モードがステップ 3 で選択された場合、優先順位型ドロッ
プダウン リストからの高く、メディアまたは低い優先順位によって帯域幅を制限するため
にプロファイルの種類を選択して下さい。 これは QoS プロファイルに適用される優先順位
です。
 



 
ステップ 9： ステップ 3 のレートリミットを選択した場合、キロビット/秒で最小および最
大帯域幅レートを入力して下さい。 これらのフィールドは QoS プロファイルに適用される
帯域幅レートです。
 
QoS プロファイルを編集し、それからチェックし、望ましいフィールドを『Edit』 をクリ
ック するために編集し、望ましいプロファイルを、『SAVE』 をクリック するステップ
10. （オプションの）。
 
QoS プロファイルを削除し、それからチェックし、望ましいフィールドを『Delete』 をク
リック するために編集し、望ましいプロファイルを、『SAVE』 をクリック するステップ
11. （オプションの）。
 
ステップ 12： 設定を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

バインディングをプロファイルして下さい
 

WAN QoS プロファイルが作成されれば、トラフィック セレクタに結合 する必要がありま
す。 トラフィック セレクタは IPアドレス範囲、MAC アドレス、VLAN、DSCP、または
SSID に基づいてトラフィックに適用するために設定することができます。 どのトラフィッ
クでもトラフィック セレクタと一致するプロファイル ルールに従います。
 
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 QoS > プロファ
イル 結合選択し。 WAN QoS プロファイル ページは開きます:
 
注: ページを結合 するまた Profile ページ WAN QoS のボタンを結合 する 設定 プロファイ
ルのクリックによってプロファイルへのアクセスは達成される場合があります。
 



 
ステップ 2.新しいプロファイル 結合を追加するために『Add』 をクリック して下さい。 ペ
ージを結合 する プロファイルは New フィールドと再開します:
 

 
ステップ 3 利用可能 なプロファイル フィールドで、廃棄結合 するために WAN QoS プロ
ファイルをリストから選択して下さい。
 
ステップ 4 サービス フィールドで、廃棄リストから適当ダウンしているサービスを選択し
て下さい。
 



 
ステップ 5 トラフィック セレクタ マッチ Type フィールドで、プロファイルにトラフィッ
クを結合 するのに使用するようにトラフィック セレクタを選択して下さい。
 

• IPアドレス範囲—開始し、終了 IP address フィールドで開始し、終了 IP アドレスを入力
して下さい。 範囲の IP と一致するこれは特定のプロファイルにトラフィックを結合 しま
す。
 
• MAC アドレス— MAC Address フィールドで MAC アドレスを入力して下さい。 MAC ア
ドレスと一致するこれは特定のプロファイルにトラフィックを結合 します。
 
• vlan — VLAN ID ドロップダウン リストからルータの VLAN ID を選択して下さい。 トラ
フィックは特定のプロファイルに VLAN ID と一致する結合 されます。
 
• dscp — DSCP Value フィールド（0-63）で DSCP 値を入力して下さい。 トラフィック
は特定のプロファイルに DSCP がある結合 されます。
 
• SSID —セレクタが利用可能 な SSID 廃棄リストからに適用する SSID を選択して下さい
。 SSID からトラフィックは特定のプロファイルに結合 されます。
 

ステップ 6.設定を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
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