
WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの
基本的なワイヤレス電波 設定の設定 

目標
 

電波 設定が実装の望ましいネットワーク セットアップに自由のワイヤレスアクセスポイン
ト（WAP）デバイス通信がファーストである場合もあるように輻輳、および合わせた仕様
のワイヤレス ラジオのアンテナおよびプロパティを設定するのに使用されています。 この
設定は WAP が他の WAPs によって囲まれる、チャンネルモードおよび周波数のような設
定はスムーズな通信を実現させるために変更される必要があります状況で有用であり。 こ
れはチャネルが互いに干渉しないようにします。 この技術情報は WAP121 および WAP321
アクセス ポイントのグローバル な、基本的な電波 設定を行う方法を説明します。
 
注: 高度電波 設定を行いたい場合詳細については WAP121 および WAP321 アクセス ポイ
ントの技術情報によって進められるワイヤレス電波 設定を参照して下さい。
  

適当なデバイス
 

• WAP121 
• WAP321
  

[Software Version]
 

• 1.0.3.4
  

無線設定
 

ステップ 1.アクセスポイント設定 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:
 

  
グローバルな設定
 



 
ステップ 1： グローバルな設定 エリアでは、トラフィック 仕様（TSPEC）違反 間隔 フィ
ールドの秒にタイムインターバルを入力して下さい。 これは WAP が必須アドミッション
制御手順に付着しない関連するクライアントにシステムログおよび SNMPトラップを通っ
て報告する間隔です。 クライアントからそれが表すデータのためにネットワーク アクセス
の量を要求する AP に送信 される TSPEC はトラフィック 仕様です。
 
注: システムログに関する詳細については、WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの
技術情報ログ 設定 設定およびステータスを参照して下さい。
 
呼び出します。 設定を保存するために、無線のページの一番下にスクロールし、『SAVE』
をクリック して下さい。
  

基本的な電波 設定 設定
 

 
ステップ 1： 無線インターフェイスをイネーブルに設定するために Radio フィールドの 
Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 
MAC Address フィールドは無線インターフェイスの MAC アドレスを示します。
 
注: デバイスが WAP321 である場合、WAP321 でもう少しのモードが標準 WAP121 モード
に追加されるので WAP321 に行って下さい、WAP121 に他では行って下さい
 



WAP121
 

 
ステップ 1.モード ドロップダウン リストから望ましい無線モードを選択して下さい。 次の
3 つのモードは WAP121 で利用できます:
 

• 802.11b/g — 802.11b および 802.11g だけサポートされているクライアントは WAP デ
バイスに接続できます。 クライアントはこのモードが選択されるとき少なくとも 11 Mbps
帯域幅を得ることができます。
 
• 802.11b/g/n —クライアント全員は WAP に（802.11b、802.11g および 802.11n クライ
アントのような） 2.4 GHz 周波数で動作する接続できます。 このモードは 75 Mbps まで
のデータ レートがあるかもしれません。
 
• 2.4 GHz 802.11n — 2.4 ギガヘルツ周波数で操作する 802.11n クライアントだけ WAP に
接続できます。 このモードに少なくとも 54 Mbps のデータ レートがあります。
 

注: 802.11n モードすべてに VAP セキュリティモードのオプションの制約事項があります。
それはどれもに力強くいくつかのモードのためのセキュリティを設定 しませんし、データ
暗号化手法の CCMP（AES）暗号スイートを有効に しません。 この情報は、ワークグルー
プブリッジの設定のようなコンフィギュレーションで使用中来ます。 ワークグループブリ
ッジの設定には WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの技術情報設定 ワークグルー
プブリッジを参照して下さい。
 
注: 無線モードとして 802.11b/g を選択する場合、ステップ 4.にスキップして下さい。
 



 
ステップ 2.チャネル帯域幅 ドロップダウン リストから無線のためのチャネル帯域幅を選択
して下さい。 ドロップダウン リストにデータ レートのために使用される帯域幅 20MHz お
よび 20/40 MHz の 2 つの型があります。
 
注: 802.11n は唯一の仕様ですレガシーに加えて 40 メガヘルツワイド チャネルに他のモー
ドでの利用可能 な 20 MHz チャネルを許可する。
 
注: 20 MHz を選択する場合、ステップ 4.にスキップして下さい。
 

 
ステップ 3 40 メガヘルツ チャネル帯域幅を使うためにアクセス ポイントが設定されるとき
40 メガヘルツ チャネルの上半分か下半分として一次チャンネルの位置を規定できます。 40
メガヘルツ チャネルを選択するとき、チャネル選択は一次チャンネルを常に示します。 一
次チャンネル ドロップダウン リストから、オプションを選択して下さい:
 

• 上部—一次チャンネルとして 40 MHz 帯域の上部 20 MHz チャネルを設定 します。



• 下部の—一次チャンネルとして下部のを 40 MHz 帯域の 20 MHz チャネル 設定 します。
 

 
 

ステップ 4.無線がチャネル ドロップダウン リストから送受信するのに使用する無線周波ス
ペクトルの部分を選択して下さい。 ドロップダウン リストに 1 から 11.まで及ぶチャネル
および自動があります。 多重アクセスポイントの同じチャネルおよび SSID がないことを
確かめて下さい。 チャネルはより低い一次チャンネルと上部一次チャンネルの間で分割さ
れます。 最初の 1 つから 7 つのチャネルはより低い一次チャンネルの下にあり、5 つから
11 は上部一次チャンネルの下にあります。 802.11 b/g を選択する場合、1 から 11 まです
べてのチャネルはチャネル ドロップダウン リストで示されています。
 
注: 自動が選択される場合、WAP は利用可能 なチャネルをスキャンし、最少トラフィック
が検出する チャネルを選択します。
 
ステップ 5.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
WAP321
 



 
 
ステップ 1.モード ドロップダウン リストから望ましい無線モードを選択して下さい。 次の
6 つのモードは WAP321 で利用できます:
 

• 802.11a — 802.11a サポートされているクライアントだけ WAP デバイスに接続できま
す。 これらのデバイスは 54 Mbps に少なくとも 6 のデータ レートがあるかもしれません
。
 
• 802.11b/g — 802.11b および 802.11g だけサポートされているクライアントは WAP デ
バイスに接続できます。 クライアントはこのモードが選択されるとき少なくとも 11 Mbps
帯域幅を得ることができます。
 
• 802.11a/n — 802.11a だけおよび 802.11n サポートされているクライアントは WAP デ
バイスに接続できます。
 
• 802.11b/g/n —クライアント全員は WAP に（802.11b、802.11g および 802.11n クライ
アントのような） 2.4 GHz 周波数で動作する接続できます。 このモードは 75 Mbps まで
のデータ レートがあるかもしれません。
 
• 5 GHz 802.11n — 5.0 ギガヘルツ周波数で操作している 802.11n クライアントだけ WAP
デバイスに接続できます。
 
• 2.4 GHz 802.11n — 2.4 ギガヘルツ周波数で操作する 802.11n クライアントだけ WAP に
接続できます。 このモードに少なくとも 54 Mbps のデータ レートがあります。
 

注: 802.11n モードすべてに VAP セキュリティモードのオプションの制約事項があります。
それはどれもに力強くいくつかのモードのためのセキュリティを設定 しませんし、データ
暗号化手法の CCMP（AES）暗号スイートを有効に しません。 この情報は、ワークグルー
プブリッジの設定のようなコンフィギュレーションで使用中来ます。 ワークグループブリ
ッジの設定には WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの技術情報設定 ワークグルー
プブリッジを参照して下さい。
 
注: 無線モードとして 802.11b/g or802.11a を選択する場合、ステップ 4.にスキップして下
さい。
 



 
ステップ 2.チャネル帯域幅 ドロップダウン リストから無線のためのチャネル帯域幅を選択
して下さい。 ドロップダウン リストにデータ レートのために使用される帯域幅 20MHz お
よび 20/40 MHz の 2 つの型があります。
 
注: 802.11n はレガシーに加えて唯一の仕様許可します 40 メガヘルツワイド チャネルに他
のモードでの利用可能 な 20 MHz チャネルをです。
 
注: 20 MHz を選択する場合、ステップ 4.にスキップして下さい。
 

 
ステップ 3 40 メガヘルツ チャネル帯域幅を使うためにアクセス ポイントが設定されるとき
40 メガヘルツ チャネルの上半分か下半分として一次チャンネルの位置を規定できます。 40
メガヘルツ チャネルを選択するとき、チャネル選択は一次チャンネルを常に示します。
 

• 上部—一次チャンネルとして 40 MHz 帯域の上部 20 MHz チャネルを設定 します。



• 下部の—一次チャンネルとして下部のを 40 MHz 帯域の 20 MHz チャネル 設定 します。
 

 
 

ステップ 4.無線がチャネル ドロップダウン リストから送受信するのに使用する無線周波ス
ペクトルの部分を選択して下さい。 ドロップダウン リストに自動および 1 から 11.まで及
ぶチャネルがあります。 多重アクセスポイントの同じチャネルおよび SSID がないことを
確かめて下さい。 チャネルはより低い一次チャンネルおよび上部一次チャンネルでその間
分割されます。 最初の 1 つから 7 つのチャネルはより低い一次チャンネルの下にあり、5
つから 11 は上部一次チャンネルの下にあります。 すべての 802.11 b/g をそして選択すれ
ば 1 から 11 までチャネルはチャネル ドロップダウン リストで示されています。 モード
802.11a に関しては、比較しなさい時モードの休息するために 802.11a/n および 5 GHz
802.11n はチャネル異なっています。
 
注: 自動が選択される場合、WAP は利用可能 なチャネルをスキャンし、最少トラフィック
が検出する チャネルを選択します。
 
ステップ 5.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
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