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ワイヤレスアクセスポイントの設定 スケジュー
ラー 

目標
 

バーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAP）は Wireless LAN をセグメント化し、1 つ
の物理デバイスの複数のアクセス ポイントを模倣する Virtual Local Area Network （VLAN;
バーチャル LAN）のワイヤレス等量です。 ワイヤレス スケジューラーは操作上であるため
に電源を節約し、セキュリティを強化するヘルプ VAP または無線のためのタイムインター
バルを設定 します。 別の VAPs か無線インターフェイスに 16 までのプロファイルを関連
付けることができますが、各インターフェイスは 1 プロファイルだけ与えられます。 各プ
ロファイルは支配しますその制御を関連する VAP または Wireless Local Area Network
（WLAN）の稼働時間一定量の時間がある場合があります。
 
ワイヤレス スケジューラーを設定することは VAP および無線があらかじめ定義されたタイ
ムインターバルに基づいて有効に なるとき自動化することを可能にします。 無線は無線ネ
ットワークを作成する WAP の物理的 な一部です。 WAP の電波 設定は無線の動作を制御
し、どのようなワイヤレスが WAP に送信する信号を送るか判別します。 スケジューラー
を使用する電源を節約し、ネットワークでセキュリティの強化を助けることができます。
 
この技術情報は方法で手順をワイヤレスアクセスポイント（WAP）のワイヤレス スケジュ
ーラーを設定する与えます。
  

適当なデバイス
 

WAP100 シリーズ
WAP300 シリーズ
WAP500 シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.0.17 — WAP571、WAP571E
1.0.1.2 — WAP150、WAP361
1.0.2.2 — WAP351、WAP131
1.0.6.2 — WAP121、WAP321
1.2.1.3 — WAP371、WAP551、WAP561
  

設定 ワイヤレス スケジューラー
 

重要： スケジューラーとしてスケジューラー設定が基づいた時間通りの間隔である前に
WAP の時間を設定 する必要があります。 WAP の時間設定を行う方法に関する説明に関し
てはここをクリックして下さい。
  

ワイヤレス スケジューラーを有効に して下さい
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは > スケジューラー 『Wireless』 を
選択 し。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=1972
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=1972
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注: Wireless メニューの下のオプションは WAP モデルごとに変わるかもしれません。 この
例では、WAP361 は使用されます。
 
呼び出します。 スケジューラー オペレーションを有効に するためにイネーブル管理モード
チェックボックスをチェックして下さい。
 
注: デフォルトで、管理モードは無効に なります。
 

 
スケジューラー操作状態エリアは次の情報を表示します:
 

status —この領域はスケジューラーの操作状態を表示します。 有効値はイネーブルまたはデ
ィセーブルです。 デフォルト値は無効です。
原因—このエリアはスケジューラーの操作状態のための原因を表示します。 有効値は次のと
おりです:
 

–管理モードは無効に なります—スケジューラー 管理モードは無効に なります。
 
– IsActive —スケジューラーは管理上有効に なります。
 
– ConfigDown —操作状態はグローバル な 設定が無効に なるのでダウンしています。
 
– TimeNotSet —時間は WAP でまたはネットワーク タイム プロトコル（NTP）によって
手動で 設定 されません。
 
–システムの時刻はです旧式—時間は WAP デバイスでまたは NTP によって手動で 設定
されません。
 
– ManagedMode —スケジューラーは管理されたモードにあります。



注: 利用可能な原因値は WAP によって使用していること異なるかもしれません。
  

スケジューラー プロファイル 設定
 

ステップ 3 スケジューラー プロファイル 設定領域の下で、作成でプロファイルの名前を 
Profile Name フィールド入力して下さい。
 

 
注: この例では、プロファイル名平日は使用されます。
 
ステップ 4. 『Add』 をクリック して下さい。
  

ルール設定をプロファイルして下さい
 

プロファイル ルール設定エリアはプロファイルのためのルールを作成するためにコンフィ
ギュレーションの設定を提供します。 各ルールは開始時刻を、終了時刻規定 し、週の日
（）無線か VAP は操作上である場合もあります。 ルールはその性質に定期的で、毎週繰り
返されます。 有効なルールは開始時刻および終了時刻のためのパラメータ（曜日、時間お
よび分）すべてが含まれている必要があります。 ルールは競合できません。
 
ステップ 5.ルールが選定された aProfile ネーム ドロップダウン リストから設定されるプロ
ファイルを選択して下さい。
 

 
ステップ 6： （オプションの）プロファイルを削除するために、プロファイル名前の隣で 
Delete ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 7 プロファイル ルール表が現われたら、『Profile』 を選択 されるに新しいルール
を追加するために『Add rule』 をクリック して下さい。
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ステップ 8 Profile チェックボックスをチェックし、ルールを設定するために『Edit』 をク
リック して下さい。
 

 
ステップ 9.曜日 ドロップダウン リストからのルールのための反復的なスケジュールを選択
して下さい。 毎日、毎平日、毎週末日（土曜日および日曜日）、または単一 曜日発生する
ルールを設定できます。
 

 
ステップ 10.開始するを選択すればルールのための終了時刻は初めからドロップダウン リス
ト時間を計り、終了時刻。
 

 
フィールドは次の通り解説されます:
 

タイム無線または VAP が操作上有効に なる時間開始して下さい。 時間は HH にあります:
MM 24 時間形式。
タイム端無線または VAP が操作上無効に なる時間。 時間は HH にあります: MM 24 時間形
式。



ステップ 11. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 12： （オプションの）ルールを削除するために、Delete ボタンを削除し、クリッ
クしたいと思う Profile Name チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 13： ワイヤレス設定がアップデートされることをおよび約ある切断されるかもし
れなかったらプロンプト表示されたら（オプションの） 『OK』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 14： （オプションの） WAP のより多くのスケジューラー プロファイルを追加し
、設定するために、ステップ 3 からステップ 10.を繰り返して下さい。



今うまくワイヤレスアクセスポイントのスケジューラーを有効に し、設定する必要があり
ます。
 

 
重要： スケジューラーは無線か VAP インターフェイスとあるために事実上関連付ける必要
があります。 学ぶために WAP のワイヤレス スケジューラーを関連付ける方法を手順のた
めにここをクリックして下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2987
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2987
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