
RV320 VPN Router、WAP321 ワイヤレスN ア
クセス ポイントの複数のワイヤレス ネットワー
クを有効に します、および Sx300 シリーズ ス
イッチ 

目標
 

絶えず変化した景気 環境では、スモール ビジネス ネットワークは特に増加が優先順位のと
き強力、適用範囲が広くないです、アクセス可能、信頼性が高くなければなりません。 驚
きではないワイヤレス デバイスの人気は指数関数的に高まりました。 無線ネットワークは
費用有効、適用範囲が広く展開し、易くスケーラブル、モービル、seemlessly ネットワー
クリソースを提供します。 ネットワークを許可されていないユーザから保護している間ユ
ーザの合法性を確認し、保証する認証割り当てネットワークデバイス。 セキュアおよび処
理しやすい無線ネットワーク インフラストラクチャを展開することは重要です。
 
Cisco RV320 デュアル ギガビット WAN VPN ルータはあなたに信頼できる、非常に安全な
アクセス 接続および従業員を提供します。 一点セットアップの Cisco WAP321 ワイヤレス
N 選択可能帯域 アクセス ポイントはギガビット イーサネット（802.3z）の高速 接続をサ
ポートします。 ブリッジはスモール ビジネスがネットワークを拡張することができるよう
に LAN を無線で接続しま、もっと簡単にします。
 
相互バーチャル ローカル エリア ネットワーク（VLAN）ルーティング、マルチプルサービ
ス セット ID （SSID）、およびルータ、スイッチおよびアクセス ポイントのワイヤレスセ
キュリティ設定を含む Cisco スモール ビジネス ネットワークのワイヤレスアクセスを、イ
ネーブルにするために必要な設定にこの技術情報がステップバイステップ指導を提供します
。
  

適当なデバイス
 

• RV320 VPN Router 
• WAP321 ワイヤレスN アクセス ポイント 
• Sx300 シリーズ スイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.09 （RV320） 
• 1.0.4.2 （WAP321） 
• 1.3.5.58 （Sx300）
  

ネットワーク トポロジ
 



 
上記のイメージは Cisco スモール ビジネス WAP、スイッチおよびルータとの複数の SSID
を使用してワイヤレスアクセスのためのサンプル実装を説明します。 WAP はスイッチに接
続し、複数のVLAN パケットを転送するのにトランクインターフェイスを使用します。 ス
イッチはトランクインターフェイスを通って WAN ルータに接続し、WAN ルータは VLAN
間ルーティングを行います。 WAN ルータはインターネットに接続します。 すべてのワイ
ヤレス デバイスは WAP に接続されます。
  

主な機能
 

Cisco RV ルータによって提供されるスモール ビジネス アクセス ポイント提供されるワイ
ヤレス SSID 分離機能と VLAN 間ルーティング 機能を結合することは簡単の提供し、あら
ゆる既存の Cisco スモール ビジネス ネットワークのワイヤレスアクセスのためのソリュー
ションを保護します。
  

VLAN 間ルーティング
 

異なる VLAN のネットワークデバイスはルータなしでそれぞれと VLAN 間のトラフィック
をルーティングするために交信を行うことができません。 スモール ビジネス ネットワーク
では、ルータは配線されるおよび無線ネットワークのための VLAN 間ルーティングを行い
ます。 VLAN 間ルーティングが仕様 VLAN のために無効に なる場合、その VLAN のホスト
は別の VLAN のホストかデバイスと通信できません。
  

ワイヤレス SSID 分離
 

ワイヤレス SSID 分離には 2 つの型があります。 ワイヤレス分離が（SSID の内で）有効に
なる場合、同じ SSID のホストは互いに会えません。 ワイヤレス分離が（SSID 間で）有効
に なるとき、1 SSID のトラフィックは他のどの SSID に転送されません。
  

IEEE 802.1x
 

IEEE 802.1x 規格はイーサネットネットワークへの認証されたネットワーク アクセスを提
供するのに使用するポートベース ネットワーク アクセスコントロールを設定するのに使用
されるメソッドを規定 します。 ポートに接続されるユーザが認証されるまでクレデンシャ
ル交換だけネットワークを横断するようにするポートベース 認証はプロセスです。 ポート
は自由なポートと時資格情報交換呼ばれます。 ポートは認証が完了した後制御されたポー
トと呼ばれます。 これは単一 物理ポートの内で存在 する 2 つの仮想ポートに基づいていま
す。
 
これはスイッチ型LAN インフラストラクチャの物理的 特性を LAN ポートに接続されるデバ
イスを認証するのに使用します。 ポートへのアクセスは認証プロセスが失敗した場合拒否
することができます。 この規格は有線イーサネット ネットワークのために最初に 802.11



●

●

●

ワイヤレス LAN の使用のために適応したどんなに、設計されていました。
  

RV320 設定
 

このシナリオでは RV320 にネットワークのための DHCPサーバとして機能してほしいです
従ってそれをセットすることを、またデバイスの別々のVLAN を設定する必要があります。
、ログイン イーサネットポートの 1 つに接続し、（まだルータの IP アドレスを変更してし
まいませんでした仮定する） 192.168.1.1 へ行くことからルータに開始するため。
 
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は管理 > VLANメン
バーシップを『Port』 を選択 し。 New ページは開きます。 異なる対象ユーザーを表すた
めに 3 別々のVLAN を作成しています。 復帰改行文字を追加し、VLAN ID および説明を編
集するために『Add』 をクリック して下さい。 また VLAN がそれらが移動する必要がある
あらゆるインターフェイスのタグ付けされたに設定 されることを確かめる必要があります
。
 

 
ステップ 2. 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メニュー > DHCP
セットアップを『DHCP』 を選択 し。 DHCP セットアップページは開きます:
 

VLAN ID ドロップする ボックスで、アドレス プールをのための設定している VLAN を選択
して下さい（この例 VLAN 10、20、および 30 で）。
この VLAN のためのデバイス IP アドレスを設定し、IPアドレス範囲を設定 して下さい。 希
望する、これはネットワークに依存しています場合また DNS プロキシを有効に するか、ま
たはここに無効に することができ。 この例では DNS 要求を転送するために、DNS プロキシ
ははたらきます。
各 VLAN のためのこのステップを『SAVE』 をクリック し、繰り返して下さい。
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ステップ 3 ナビゲーションペインで、管理 > 802.1X 設定を『Port』 を選択 して下さい。 
802.1X 設定 ページは開きます:
 

ポートベース 認証を有効に し、サーバの IP アドレスを設定して下さい。
RADIUS シークレットはサーバと通信するのに使用される認証鍵です。
どのポートがこの認証を使用し、『SAVE』 をクリック するか選択して下さい。
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Sx300 設定
 

SG300-10MP スイッチはルータと WAP321 間の媒介手段として現実的なネットワーク環境
を再現するためにはたらきます。 スイッチの設定は次の通りです。
 
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、VLAN管理を >
作成します VLAN を選択し。 New ページは開きます:
 
ステップ 2. 『Add』 をクリック して下さい。 新しいウィンドウが表示されます。 VLAN
ID および VLAN 名前を入力して下さい（セクション I）からの説明と同じを使用して下さい
。 『Apply』 をクリック し、次に VLAN 20 および 30 のためのこのステップを繰り返して
下さい。
 

 
ステップ 3 ナビゲーションペインで、VLAN に VLAN管理 > ポートを選択して下さい。
New ページは開きます:
 

ページの上で追加している VLAN に「VLAN ID 等号をへの」設定 して下さい（この場合、
VLAN 10）は右でそれから『Go』 をクリック し。 これはその VLAN の設定が付いているペ
ージをアップデートします。
」。VLAN 10 が今「除かれるの代りに「タグ付けされている」ように各ポートの設定を変更
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して下さい VLAN 20 および 30 のためのこのステップを繰り返して下さい。
 

 
ステップ 4 ナビゲーションペインで、> Radius 『Security』 を選択 して下さい。 RADIUS
ページは開きます:
 

RADIUSサーバが使用されるアクセスコントロールの方式を管理 アクセスコントロールかポ
ートベース 認証選択して下さい。 基づいたアクセスコントロールを『Port』 を選択 し、『
Apply』 をクリック して下さい。
新しいサーバをに認証するために追加するためにページの一番下に『Add』 をクリック して
下さい。
 

 
ステップ 5 現われるウィンドウではサーバの IP アドレスを、この場合 192.168.1.32 設定し
ます。 この例で持っているただので優先順位に認証するために 1 サーバ重要ではありませ
んサーバのための優先順位を設定 する必要がありますが。 これはから選択するべき複数の
RADIUSサーバがある場合重要です。 認証鍵を設定すれば設定の他はデフォルトとして残す
ことができます。
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ステップ 6 ナビゲーションペインで、> 802.1X > Properties 『Security』 を選択 して下さ
い。 New ページは開きます:
 

802.1X 認証をつけ、認証方式を選択するためにイネーブルをチェックして下さい。 この場
合 RADIUSサーバを使用しています従って最初または第 2 オプションを選択して下さい。
[Apply] をクリックします。
 

 
ステップ 7. VLAN の 1 選択し、『Edit』 をクリック して下さい。 新しいウィンドウが表示
されます。 その VLAN の認証を許可し、『Apply』 をクリック するためにイネーブルをチ
ェックして下さい。 各 VLAN のために繰り返して下さい。
 

  
WAP321 設定
 

バーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAPs）はイーサネットVLAN のワイヤレス等量
である複数のブロードキャスト ドメインに Wireless LAN をセグメント化します。 VAPs は
1 つの物理的 な WAP デバイスの多重アクセスポイントを模倣します。 4 つまで VAPs
WAP121 でサポートされ、8 つまで VAPs WAP321 でサポートされます。
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各 VAP は VAP0 を除いて独自に イネーブルまたはディセーブル、である場合もあります。
VAP0 は無線が有効に なる限り物理的 な 無線インターフェイスで、イネーブルになってい
る残ります。 VAP0 のオペレーションを無効に するために、無線自体は無効に する必要が
あります。
 
各 VAP はユーザ設定 サービス セット ID（SSID）によって識別されます。 多重 VAPs は同
じ SSID 名前がある場合がありません。 SSID ブロードキャストは各 VAP に独自に イネー
ブルまたはディセーブルである場合もあります。 SSID ブロードキャストはデフォルトで有
効に なります。
 
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 > Radio を『
Wireless』 を選択 し。 無線のページは開きます:
 

ワイヤレス無線を有効に するために Enable チェックボックスをクリックして下さい。
[Save] をクリックします。 無線はそれからつきます。
 

 
ステップ 2.On はナビゲーションペイン、> ネットワーク 『Wireless』 を選択 します。 ネ
ットワーク ページは開きます:
 

 
注: VAP0 のためのデフォルトSSID は ciscosb です。 作成される各追加 VAP にブランク
SSID 名前があります。 すべての VAPs のための SSID は他の値に設定することができます
。
 
ステップ 3 各 VAP は VLAN ID （VID）によって識別される VLAN と関連付けられます。
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VID は含んだ 1 から 4094 までどの値である場合もあります。 WAP121 は 5 アクティブ
VLAN （1 マネージメントVLAN と WLAN のための 4）をサポートします。 WAP321 は 9
アクティブVLAN （1 マネージメントVLAN と WLAN のための 8）をサポートします。
 
デフォルトで、WAP デバイスにコンフィギュレーションユーティリティに割り当てられる
VID はまたデフォルト タグが付いていない VID の 1 です。 管理 VID が VAP に割り当てら
れる VID と同じである場合この仕様 VAP と関連付けられる WLANクライアントは WAP デ
バイスを管理できます。 WLANクライアントからの管理を無効に するためにもし必要なら
、Access Control List （ACL）は作成することができます。
 

この画面で、次のステップは踏む必要があります: 
 

SSID を編集するために左側のチェックマーク ボタンをクリックして下さい:
VLAN ID ボックスの VLAN ID 必要とされる値を入力して下さい
SSID が入ったら SAVE ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 4 ナビゲーションペインで、システム セキュリティ > 802.1X サプリカントを選択
して下さい。 802.1X サプリカント ページは開きます:
 

デバイスが 802.1X 認証のサプリカントとして機能することを可能にするように管理モード
フィールドのイネーブルをチェックして下さい。
EAP 方式 フィールドのドロップダウン リストから Extensible Authentication
Protocol（EAP） 方式の適切な型を選択して下さい。
ユーザ名 および パスワード フィールドの 802.1X オーセンティケータから認証を得るのにア
クセス ポイントが使用するユーザ名 および パスワードを入力して下さい。 ユーザ名 および
パスワードの長さは 1 から 64 の英数字およびシンボル 文字からである必要があります。 こ
れは認証サーバで既に設定する必要があります。
[Save] をクリックして、設定を保存します。
 



 
注: 証明書ファイル ステータス エリアは証明書ファイルがあるかどうか示します。 SSL 証
明書は認証局によって Webブラウザが Webサーバのセキュアコミュニケーションがあるよ
うにするデジタルで 署名入り認証行います。 SSL 証明書を設定するために管理し、
WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの記事セキュア ソケット レイヤ（SSL） 証明
書管理を参照して下さい
 
ステップ 5 ナビゲーションペインで、> RADIUSサーバ 『Security』 を選択 して下さい。 
RADIUS サーバ ページは開きます。 RADIUSサーバ パラメータが入力されたらパラメータ
を入力し、SAVE ボタンをクリックして下さい。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2027-secure-socket-layer-ssl-certificate-management-on-wap121-and.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2027-secure-socket-layer-ssl-certificate-management-on-wap121-and.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2027-secure-socket-layer-ssl-certificate-management-on-wap121-and.html
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