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概要

この資料は Microsoft Windows のサービス品質（QoS）を設定するために方式を基づかせていま
した Fax Server を記述したものです。  正しい Differentiated Services Code Point （DSCP）を
この推奨事項可能にはネットワークにサーバによって送信されるパケットで適用されて評価しま
す。

 

前提条件

Microsoft Windows サーバ バージョン 2007 および それ 以上のファクシミリおよびサード パーテ
ィ Fax Server のための Cisco Unified Communications ソリューション。

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

レイヤ3 QoS●

Internet Protocol（IP）上のファクシミリ（FOIP）●

WIreshark のキャプチャおよびビュー ネットワークトラフィック●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

IOS 154-3.M4 の 2951 ルータ●

Windows サーバ 2007 年●



Xmedius Fax Server 6.5●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

問題

デフォルトで Microsoft Windows サーバはゼロという Differentiated Services Code Point
（DSCP）値でパケットを示します。  これは高い レイテンシー ネットワークセグメント上のメ
ディア パケットデリバリに QoS 問題を引き起こす場合があります。

解決策

この問題は RTP ポート範囲に基づいて 46 という DSCP 値を（Expedited Forwarding）適用する
ために Windows サーバ グループ ポリシーの設定によって解決することができます。  

設定

Windows サーバを設定することは適用するために DSCP 値を従います次の手順に望みました。

ステップ 1. MS Windows グループ ポリシーに編集しますコマンド gpedit.msc の入力によって設
定 ページをアクセスして下さい
 Windows Start メニューの実行セクションに。



ステップ 2.ローカル コンピュータ ポリシーの Windows その設定のセクションを拡張し、ポリシ
ベースの QoS 選択を右クリックして下さい。



ステップ 3 ポリシ ベースの QoS 設定ポップアップで望ましいポリシー名をつけて下さい。  それ
から規定 DSCP 値の希望値を選択して下さい。  これはサーバから送信されたパケットをマーク
することを望む値です。  これが定義された選り抜き Next ボタン評価すれば。



ステップ 4 どのパケットがマークされるか選択する 1 つの方法は選り抜きです使用を QoS ポリ
シー プログラムする。  ポリシーを許可するために Radio ボタンをすべてのアプリケーションに
適用されて選択して下さい。  これが定義された選り抜き Next ボタン評価すれば。



ステップ 5. IP アドレス範囲もどのパケットが QoS ポリシーでマークされるか定義するのに使用
することができます。  あらゆるソース IP アドレスおよびまた宛先 IP アドレスに Radio ボタン
を選択して下さい。  このエントリが定義された選り抜き Next ボタン。



ステップ 6 選り抜き 46 という DSCP 値でマークされるサーバによって送信されるメディア パケ
ットを可能にするため theSelect のユーザ データグラム プロトコル（UDP）のためのオプション
この QoS ポリシーが廃棄メニューに適用するプロトコル。  Radio ボタンをにこの送信元ポート
番号か距離 班から選択し、リアルタイム転送プロトコル（RTP） ポート範囲 16384:32767 値を
適用して下さい。  Radio ボタンをに範囲のこの宛先ポート番号に選択し、RTP ポート範囲
16384:32767 値を適用して下さい。  この設定が定義された選り抜き Next ボタン。



ネットワーク図

検証 

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。  QoS ポリシー 設定が適用した
Windows サーバで Wireshark をインストールして下さい。  それがパケットキャプチャ インスト
ール済み開始するおよびテスト ファクシミリを送信 して下さい。  テストの後でファクシミリは



保存をパケットキャプチャ完了しました。  テスト ファクシミリ用のメディア ストリームを見つ
け、サーバによって送信 される リアルタイム転送プロトコル（RTP）か UDP-TL パケットを強
調表示して下さい。  Wireshark ウィンドウの下半分のバージョン 4 拡張メニューを Internet
Protocol（IP）ダブル クリックして下さい。  その後差別化サービス フィールドことを確認して
下さい: 0xb8 （DSCP 0x2e: Expedited Forwarding は）望ましいパケット ストリームのために
visble です。

トラブルシューティング

現在仕様が解決しますこの設定のための入手可能な情報をありません。

関連情報

Microsoft Technet コンフィギュレーション ガイド●

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems●

https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831689(v=ws.11).aspx
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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