
WAP551 および WAP561 アクセス ポイントの
ワイヤレス サービス品質（QoS） 設定 

目標
 

サービス品質（QoS）は選択したネットワークトラフィックによりよいサービスを提供する
ことをネットワークデバイスが可能にします。 それはデータの種類に基づいてトラフィッ
クに優先順位をつけるのを助けます。 遅延に影響されやすいデータは（音声データのよう
なストリームは住み、）他と比較されたときより多くの優先順位を与えられます。 ワイヤ
レス QoS 設定はデバイスが分類されたワイヤレス トラフィックを処理するときよりよいス
ループットおよびパフォーマンスのための転送キューを設定するのを助けます。
 
この技術情報は WAP551 および WAP561 アクセス ポイントのワイヤレス QoS を設定する
方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• WAP551 
• WAP561
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.2
  

ワイヤレス QoS
 

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 『
Wireless』 を選択 し。 QoS ページは開きます:
 



 
呼び出します。 Radio フィールドで、望ましい無線インターフェイスを設定するために選
択するように Radio ボタンをクリックして下さい。
 
注: ステップ 2 は WAP561 アクセス ポイントでだけ利用できます。 WAP551 に 1 つの無線
だけあります。
 
ステップ 3. EDCA （高められた分散チャネル アクセス）テンプレート ドロップダウン リ
ストから望ましいテンプレートを選択して下さい。 EDCA パラメータは WAP からのクラ
イアント ステーションにトラフィックのフローに影響を与えます。 利用可能 な オプショ
ンは次のとおりです:
 

• WFA はディフォルトします—一般および混合されたトラフィックのために最もよい
EDCA ステーションおよび WAP デバイスに WiFi 同盟（WFA）デフォルトを提供します
。
 
• 音声のために最適化される—音声トラフィックのために最もよい WAP デバイスおよび
EDCA ステーションに最もよい値を提供します。
 
• カスタム—望ましい EDCA オプションを選択できます。
 

タイムセーバ: カスタムがステップ 3 で選択されない場合、ステップ 7.にスキップして下さ
い。 カスタムが選択される場合、下記のステップに従って下さい。
 
注: WAP に EDCA およびステーション EDCA 表に WAP デバイス EDCA ステーションへの
とまた EDCA ステーションからの WAP デバイスへのデータの異なる型のために定義され
る次のキューがあります。



• データ 0 （音声） —それは高優先順位および最小遅延 キューであり、VoIP のようなデ
ータおよびストリーミング メディアはこのキューに送信 されます。
 
• データ 1 （ビデオ） —それは高優先順位および最小遅延 キューであり、ビデオのような
時間に依存するデータはこのキューに送信 されます。
 
• データ 2 （最もよい努力） —それは中程度の 優先順位、スループットおよび遅延キュー
であり、ほとんどの従来の IP データはこのキューに送信 されます。
 
• データ 3 （バックグラウンド） —それは低優先順位キューですが、高い スループットと
、時間に依存 しないしかし必要となることデータはこのキューに最大スループット 送信
されます。
 

 
ステップ 4 WAP EDCA 表にカスタムがステップ 3.で選択されるとき設定することができる
次のパラメータがあります。
 

• 調停インターフレーム領域—これはデータフレームのための待ち時間です。 測定される
スロット時間に基づいて調停インターフレーム領域フィールドで待ち時間に入って下さい
。 スロット時間はデータを再送信する前に時間数 デバイス待機です。 値は 1 から 255 か
らです。
 
• 最小コンテンション ウィンドウ—最初のバックオフ 待ち時間を判別するこれは方式のた
めの入力です。 最小コンテンション ウィンドウ ドロップダウン リストからバックオフ時
間を選択して下さい。 この最小時間は生成される乱数のために上限として使用されます。
データフレームが送信 される前にバックオフ時間が切れれば、値は最大コンテンション
ウィンドウに達するまで増分されます。 値は 1、3、7、15、31、63、127、255、511、
か 1024 秒です。
 
• 最大コンテンション ウィンドウ—これはランダム バックオフ値の倍増の時間値です。 最
大コンテンション ウィンドウ ドロップダウン リストからバックオフ時間を選択して下さ
い。 データフレームが最大バックオフ値の内で送信 されなければ 送信 される データフレ
ームのための更にいくつかの試みがあります。 複数の試みがそれからデータフレーム廃棄
された後データフレームが送信 されなければ。 値は 1、3、7、15、31、63、127、255、
511、か 1024 秒です。
 
• 最大バースト—これは WAP デバイスからだけクライアント ステーションへのそのトラ
フィックにフロー適用されます。 それはヘッダー情報なしでパケットのために許可される
最大バースト 長さです。 値は 0 から 999 からです。
 



 
ステップ 5. （オプションの）は Wi-Fi マルチメディア（WMM） WAP デバイスからのステ
ーションへのトラフィックフローおよびクライアント ステーションからの WAP デバイス
へのまたトラフィックフローを制御します。 WMM 拡張機能を有効に するために、Wi-Fi マ
ルチメディア（WMM）チェックボックスをチェックして下さい。
 
タイムセーバ: WMM がチェックを外されたらステップ 7.にスキップして下さい。
 
ステップ 6 ステーション EDCA 表にカスタムがステップ 3.で選択される場合設定すること
ができる次のパラメータがあります。
 

• 調停インターフレーム領域—これはデータフレームのための待ち時間です。 測定される
スロット時間に基づいて調停インターフレーム領域フィールドで待ち時間に入って下さい
。 スロット時間はデータを再送信する前に時間数 デバイス待機です。 値は 1 から 255 か
らです。
 
• 最小コンテンション ウィンドウ—最初のバックオフ 待ち時間を判別するこれは方式のた
めの入力です。 最小コンテンション ウィンドウ ドロップダウン リストからバックオフ時
間を選択して下さい。 この最小時間は生成される乱数のために上限として使用されます。
データフレームが送信 される前にバックオフ時間が切れれば、値は最大コンテンション
ウィンドウに達するまで増分されます。 値は 1、3、7、15、31、63、127、255、511、
か 1024 秒です。
 
• 最大コンテンション ウィンドウ—これはランダム バックオフ値の倍増の時間値です。 最
大コンテンション ウィンドウ ドロップダウン リストからバックオフ時間を選択して下さ
い。 データフレームが最大バックオフ値の内で送信 されない場合、送信 される データフ
レームのための更にいくつかの試みがあります。 複数の試みがそれからデータフレーム廃
棄された後データフレームが送信 されなければ。 値は 1、3、7、15、31、63、127、
255、511、か 1024 秒です。
 
• TXOP 制限—これはクライアントからの WAP デバイスへトラフィックです。 伝送の機
会（TXOP）はクライアント ステーションがワイヤレス メディアから統一されたアクセス
ポイントに伝達を開始する権限を持っているタイムインターバルです。 値は 1 から 65535
からです。
 

ステップ 7 WAP デバイスがサービス クラス値として QoSNoAck のパケット帯を確認しな
いようにそれを有効に するために確認応答 チェックボックスをチェックしないで下さい。
 
ステップ 8 自動節電配信（ASPD）を有効に するために不定期自動節電配信チェックボッ
クスをチェックして下さい。 それは VOIPフォンが WAP デバイスを通してネットワークに
アクセスするとき電源管理 方式で、推奨されます。
 



ステップ 9. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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