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Cisco ビジネス ワイヤレス メッシュ メッシュ・
ネットワークのブリッジグループ名前 
目標
 
この技術情報は Cisco ビジネス ワイヤレス（CBW）メッシュ・ネットワークのブリッジグルー
プ名前（BGNs）について完全にあります。 トピックはミスマッチが接続においての問題をどの
ように引き起こす場合があるおよび表示する方法を/それらを編集しなさいかどのように作成され
るか、BGNs の目的が含まれています。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

140AC （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
141ACM （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
142ACM （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
143ACM （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
145AC （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
240AC （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
  

概要
 
BGNs は AP が別の無線ネットワークに近似性にある時でさえ協力するはずである AP 間の接続
を最適化するために作成されます。
  
目次
 

工場出荷時状態ですべての AP のネットワークを設定したら
マスター AP をリセットするか、または新しいネットワークに設定された AP を移動したら
AP のブリッジグループ名前を表示するか、または変更したいと思えば
  

工場出荷時状態ですべての AP のネットワークを設定したら
 
メッシュ・ネットワークのための日ゼロ設定を行なったときに、BGN は自動的に作成されました
。 最初のサービス セット ID（SSID）が最初の 10 文字まで、入力したのは同じです。 関連付け
るのに AP の内でこの BGN が使用され、確かめるために AP はきちんと接続されてとどまってい
ます。 マスター AP を設定し、次に従属 AP に加入する場合、BGN は必要とされるそれ以上の設
定無しで自動的に一致する必要があります。
  
マスター AP をリセットするか、または新しいネットワークに設定された AP を移
動したら
 
マスター AP の工場出荷時状態にリセットを行うか、または 1 つの構成されたネットワークから
別のものに AP を移動すれば、これにより BGNs のミスマッチを引き起こす場合があります。
 
AP が BGN が利用可能なネットワークを一致する シナリオのネットワークに加入することを試
みる場合下位 AP は一時的に最も強い場合とのネットワークに加入するように試みます。 AP は
送達されたとき（リンク） whitelisted、承認されればネットワークに加入できます。
 
AP がネットワークに加入したら、BGN が一致するので、下位 AP は 10 から 15 分毎に一致する
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BGN を探し続けます。 一致する BGN がない場合これにより接続は再度廃棄し、次に加入します
。 これは無線ネットワークで特に別の無線ネットワークから来るより強いワイヤレス場合がある
かもしれませんときに接続に多くの問題を引き起こす場合があります。
 
協力するすべての AP のための単純な解決方法として、完全に一致するすべての AP の BGN を確
かめる必要があります。 他の AP の BGN をクリアするために、それらの工場出荷時状態にリセ
ットをすることができますまたは一致するために手動で各自を変更できます。
  
AP のブリッジグループ名前を表示するか、または変更したいと思えば
 
 
これは初心者のためのセクション強調表示助言を切り替えました。
  
Logging on
 
マスター AP の Web ユーザ ユーザー・インターフェース（UI）に記録 して下さい。 これをする
ために、Webブラウザを開き、https://ciscobusiness.cisco.com を入力するために続行する前に警
告を受け取ることができます。 ユーザ クレデンシャルを入力します。また Webブラウザに
https:// [（マスター AP）の IP アドレス]入力することによってマスター AP にアクセスできます
。
  
ツール ヒント
 
ユーザインターフェイスでフィールドについての質問がある場合、次のように考慮されるヒント

があるように確認して下さい: 
  
拡張本管 Menu アイコンを見つけるトラブルか。
 
menu ボタンを見なかったら、画面の左側のメニューにサイドバー メニューを開くためにクリッ

クしますこのアイコンをナビゲートして下さい。
  
Cisco ビジネス アプリケーション
 
これらのデバイスに Web ユーザ ユーザー・インターフェースといくつかの管理 機能を共有する
コンパニオン アプリケーションがあります。 Web ユーザ ユーザー・インターフェースのすべて
の機能はアプリケーションで利用できません。
 
 
FAQ
 
それでも未解答質問がある場合、FAQ 資料をチェックできます。 FAQ
 
ホップの最少数まではたらく BGNs が最初に設定されるほとんどのホップが付いているメッシュ
エクステンダーに割り当てられることを推奨します。 その後で、マスター可能な AP ブリッジグ
ループ名前は割り当てる必要があります。 ザ・マスター AP BGN は最後に設定する必要があり
ます。 次のステップの実行によってそれらを一つずつ表示し、変更できます。
  
ステップ 1
 
AP に記録 し、資格情報を入力して下さい。

ダウンロード iOS AppDownload Android アプリケーション
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ステップ 2
 
arrow アイコンをクリックして巧妙なビューに切り替えて下さい。
 

 
手順 3
 
ワイヤレス設定 > アクセス ポイントへの移動。 編集するか、または表示したいと思う AP の 
Edit アイコンをクリックして下さい。
 

 
 
ステップ 4
 
ポップアップは確認を AP 設定を書き換えたいと思うことを頼みます。 [Yes] を選択します。
 

 
ステップ5
 



メッシュ タブをクリックして下さい。 ブリッジグループ名前を表示し、変更できます。 変更を
行なう場合、『Apply』 をクリック することをことを確かめて下さい。
 

 
ステップ6
 
チェックしたいと思うネットワークの各 AP のためのステップを繰り返して下さい。 永久に変更
を保存するために SAVE アイコンをクリックして下さい。 ブリッジグループ名前が割り当てられ
る時、デバイスは再度ブートするを行うことに留意して下さい。 再度ブートする以来 Wi-Fi を、
それ推奨されません営業時間の間に割り込みます。
 

 
結論
 
お祝い、今ブリッジグループ名前の適当なハンドルがあります。 このナレッジは助けるツールボ
ックスで別のツールとして無線ネットワークを接続しておくのを使用することができます。 より
多くの指導を必要とする場合、下記のより多くの技術情報をチェックして下さい。
 
トラフィック シェーピング 悪党 妨害物 設定管理 ポート構成を 記録 して いる マスター AP ツー
ル Umbrella WLAN ユーザを プロファイルしている FAQ Radius ファームウェア アップグレード
RLANs アプリケーション プロファイルの設定 クライアントは モードを一致させます
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