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WAP351 の設定 Quality of Service（QoS） 
目標
 

サービス品質（QoS）を使用するネットワーク トラフィックを最適化するよい方法はあり
ます。 Quality of Service（QoS）低優先順位トラフィックを高優先順位トラフィックのよ
りよいスループットを提供するために遅らせることを許可します。 選択される信頼モード
に基づいて着信パケットはユーザが定義する優先順位に従って処理される 4 つの異なるキ
ューにソートされます。
 
この技術情報の目標は WAP351 の設定を Quality of Service（QoS）行う方法を示すことで
す。
  

適当なデバイス
 

WAP351
  

[Software Version]
 

v1.0.1.3
  

Quality of Service（QoS）設定
 

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 > グローバル設定
Quality of Service（QoS）選択し。 グローバル な Settings ページは開きます:
 



  
基本設定
 

ステップ 1： Quality of Service（QoS）つくために QoS Mode 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。
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呼び出します。 信頼モード ドロップダウン リストで、受け取り パケットが割り当てられ
たプライオリティどのようにであるか判別するためにオプションを選択して下さい。
 

 
オプションは次のとおりです:
 

CoS/802.1p –優先順位は 802.1p 値に基づいて着信パケットに割り当てられます。 パケット
がタグ付けされていない場合、0 の優先順位を与えられます。 の優先順位マッピング設定を
調節できます
Ouput キュー表への CoS/802.1p。
DSCP – 受信される IP ToS/DSCP 値を離れてパケットの優先順位は基づいています。 パケ
ットがタグ付けされていない場合、0 の優先順位を与えられます。 の優先順位マッピング設
定を調節できます
出力キュー表への DSCP。
ポート–このモードでは、パケットの優先順位は通過したポートの CoS によって（Class of
Service（CoS））判別されます。 各の CoS 値はでポート設定することができます
 

Settings ページ LAN > ポート。 このオプションが選択される場合、優先順位マッピング設定は 
ポート CoS/802.1p ステータス テーブルで表示されます。 
 

注: 優先順位マッピング設定を行うために選択したりオプションによっては、適切なテー
ブルにナビゲートして下さい。
  

ポート CoS/802.1p ステータス
 

ステップ 1： 信頼モード ドロップダウン リストで『Port』 を選択 した場合、ポート
CoS/802.1p ステータス テーブルは現われます。 この表は各ポートに示したものです
（WAP の GE1 と– 5）分類される割り当てられる優先順位マッピングを。 これらのマッピ
ングを編集するために、に行くために[編集して下さい]リンクを Settings ページ LAN > ポー
ト クリックして下さい。
 



 
呼び出します。 Settings ページ ポートで編集したいポートのチェックボックスをチェック
しそして Edit ボタンをクリックして下さい。 それぞれのフィールドはなります利用可能に
『Port』 を選択 しました。 CoS ドロップダウン リストで、各ポートに CoS 値を選択して
下さい。 値は最も低い 0 および 7 との 0-7 から、最も高いの及びます。
 

  
出力キュー表への CoS/802.1p
 

ステップ 1.エリアを設定 する出力キューに CoS/802.1p にナビゲートして下さい。 ここの
表は規定 された出力キューに 802.1p 優先順位をマップします。 CoS/802.1p フィールドは
7 つが高優先順位であるところに 0-7 から及ぶ優先順位をリストします。 出力キュー ドロ
ップダウン リストは各優先順位がマップされる出力キュー（0-3 からのレンジング）を示し
ます。 どの優先順位が各キューにマップされるか調節するのにドロップダウン リストを使
用して下さい。
 

  
出力キュー表への DSCP
 

ステップ 1.エリアを設定 する出力キューに DSCP にナビゲートして下さい。 ここの表は規
定 された出力キューに DSCP 優先順位をマップします。 0-63 から及ぶ DSCP フィールド 
リスト優先順位。 これらの優先順位が設定 された アソシエーションがあるために必要とな
りませんが 0 および最も高くに 63 が低優先順位に与えられることが推奨されます。 出力キ
ュー ドロップダウン リストは各優先順位がマップされる出力キュー（0-3 からのレンジン
グ）を示します。 どの優先順位が各キューにマップされるか調節するのにドロップダウン
リストを使用して下さい。
 



  
スケジューリング設定
 

ステップ 1.スケジューリング設定エリアへの移動。 スケジューリング表では、キューがど
のようにスケジュールされるか調節できます。 デフォルトで、完全優先 Radio ボタンは選
択されます。 このモードでは、優先順位はキュー 3 > キュー 2 > キュー 1 > キュー 0 です
。
 

 
ステップ 2. WRR （重くされたラウンドロビン）モードに切り替えるためにキューの WRR 
Radio ボタンをクリックして下さい。 このモードでは、キューは各キューのサービス重量
に従って回状式の方法でスケジュールされます。 WRR は次の設定だけで許可されます:
[Q0、Q1]、[Q0、Q1、Q2] および [Q0、Q1、Q2、Q3]。
 

 
ステップ 3 WRR が有効に なる場合、WRR 重量 フィールドの各使用可能待 ち 行列のサー
ビス ウエイトを調節できます。 有効範囲は 1-49 です。
 



 
注: WRR 帯域幅の%はどの位の割りで各キューが WRR モードで保守されるか示します。
それは WRR 重量フィールドで入る値によって変更します。
 
ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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