
WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの
高度ワイヤレス電波 設定 

目標
 

電波 設定は物理メディアと直接ワイヤレスアクセスポイント（WAP）および相互対話の無
線の動作を制御します。 このセットアップの使用によって、近く他のアクセス ポイントを
使うと干渉を減らすために異なる周波数チャネルを設定できます。 この設定は周波数があ
り、従って他の出典と変更される必要があれば WAP が他のワイヤレス出典に近似性に干渉
しなければ場合役立ちます。
 
この技術情報は WAP121 および WAP321 Access Points （AP）の高度電波 設定を行う方
法を説明します
 
注: 基本的な電波 設定を表示したいと思う場合 WAP121 の基本的な電波 設定の技術情報、
設定および WAP321 アクセス ポイントを参照して下さい。
  

適当なデバイス
 

• WAP121 
• WAP321
  

 [Software Version]
 

• 1.0.3.4
  

詳細設定設定
 

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:
 



 
注: 詳細設定エリアにスクロールして下さい。 802.11n をサポートする無線モードを選択す
る場合その時だけステップ 2 は利用できます。
 
ステップ 2.ショート ガード インターバルによってサポートされるドロップダウン リストか
らオプションを選択して下さい。 ガード 間隔はその時間数 シンボル 伝達間の WAP 待機で
す。 これはシンボル間およびキャリア間 干渉（ISI、ICI）を防ぎます。 ガード 間隔は
10%までスループットを増加するために短くすることができます。
 

• はい— WAP はクライアントと通信するとき、400 ナノ秒のガード 間隔でデータを送信
します。
 
• WAP はクライアントと通信するとき非、800 ナノ秒のガード 間隔でデータを送信します
。
 



 
ステップ 3.設定 する 保護 ドロップダウン リストから保護を選択して下さい。 保護設定は
WAP の範囲内のその他のデバイスを保護します。
 

• 自動—レガシー ステーションかアプリケーションが WAP デバイスの範囲の内にあると
き干渉を防ぎます。
 
• 以外のレガシー クライアントは 802.11n 伝達から影響を受けるかもしれません。
 

ステップ 4 ビーコン 間隔 フィールドでは、ビーコンフレーム 伝達間のミリ秒に時間に入っ
て下さい。 ビーコンフレームは無線ネットワークの存在を知らせるために定期的に送信さ
れます。
 
ステップ 5 DTIM 期間フィールドでは、1 から 255 まで整数を入力して下さい。 いくつか
のビーコンフレームはクライアントは WAP のバッファー内のデータがある場合示す配信ト
ラフィック示す値メッセージ（DTIM）が含まれています。 1 のビーコン数は DTIM メッセ
ージがあるように 50 の数が各第 50 ビーコンをチェックする間、各ビーコンを確認します
。
 
ステップ 6 フラグメンテーション しきい値 フィールドでは、ネットワークに送信すること
ができるバイトでパケットの最大サイズを入力して下さい。 最大サイズより大きいパケッ
トは複数のより小さいパケットとしてフラグメント化し、送信されます。 フラグメンテー
ションは無線 妨害を経験しなければ推奨されません。
 
ステップ 7 RTS しきい値 フィールドでは、RTS/CTS ハンドシェイクが実行された MAC プ
ロトコル データ ユニット（MPDU）のオクテットの数を示す Request To Send （RTS）
閾値を入力して下さい。 より多くの帯域幅を消費する下限しきい値値はパケットをより頻
繁に送信します。 しかしより多くのパケットが送信されればより速くネットワークによっ
ては干渉か衝突から混んでいる ネットワークに回復できます発生します。
 
ステップ 8 最大関連する Clients フィールドでは、WAP にいつでもアクセスすることがで
きるデバイスの最大数を入力して下さい。
 
ステップ 9： 送信 電力 ドロップダウン リストから、WAP の送信 電力電力レベルの割合値
を選択して下さい。 完全な送信 電力を使用する場合、デバイスが効率的なより多くのコス
トで、より多くのブロードキャスト 範囲を与えま、それ故に必要なアクセスポイントの数



を減らします。 低い送信 電力をそして WAP 使用する場合、デバイスは互いの近くで保存
される必要があります。 これは AP 間のオーバーラップおよび干渉を減らします。
 
ステップ 10： 固定マルチキャスト 比率 ドロップダウン リストから、WAP がサポートする
マルチキャストトラフィック 伝送速度（Mbps）を選択して下さい。 自動が選択される場合
、WAP は無線クライアントに基づいて最優遇料率を判別します。 有効値の範囲は無線モー
ドによって判別されます基本的な電波 設定 セクションで選択される。
 

 
ステップ 11： 各比率に関しては、レガシー 比率セット表の望ましい伝送速度 チェックボ
ックスをチェックして下さい。
 

• そのサポートされているレート WAP デバイスサポート。
 
• 通信のための他の AP を見つけるために WAP デバイスがネットワークにアドバタイズす
る基本レート。 効率的方法はサポートされているレート セットのサブセットをブロード
キャストして WAP デバイスをもらうことです。
 

注: 802.11n をサポートする無線が選択される場合その時だけステップ 12 は利用できます
。
 
ステップ 12： WAP デバイスがアドバタイズする望んでいる変調および符号化方式
（MCS）インデックス値があるように MCS （データ レート）設定表の Enable チェックボ
ックスを確認して下さい。 より高い有効に されれば MCS インデックス、より高いです最
大伝送 レートは。 たとえば MCS インデックス 0 に 15 Mbps の最大伝送 レートがある間
、MCS インデックス 15 に 300 Mbps の最大伝送 レートがあります。
 
ステップ 13： （オプションの）マルチキャストのネットワークを渡って送信される数およ
びブロードキャストパケットを制限するためにブロードキャスト/チェックボックスを制限
するマルチキャスト 比率をチェックし、次に次の情報を入力して下さい:
 

• レートリミット—パケット毎秒でマルチキャストおよびブロードキャストトラフィック
のレートリミットを入力して下さい。 レートリミット内のトラフィックは宛先に常に準拠
され、送信されます。
 
• バーストされるレートリミット—パケット毎秒のバーストで送信 することができるトラ
フィックの制限を入力して下さい。 最大レートの上にあっても一時的に送信することがで
きるこれはトラフィックです。
 



 
ステップ 14： TSPEC モード ドロップダウン リストからトラフィック 仕様（TSPEC）モ
ードを選択して下さい。 TSPEC は QoS 可能なクライアントから送信 され、WAP からの
ある程度のネットワークトラフィックを要求します。
 

• WAP のオン有効 TSPEC。 それはデバイスに QoS 可能なデバイスからのトラフィック
を処理してほしい場合使用されます。
 
• 以外の TSPEC は WAP で有効に ならないし、QoS 可能なデバイスは優先順位を与えら
れません。
 

ステップ 15： モードを選択して下さい TSPEC 音声 ACM モード ドロップダウン リストか
らの音声 アクセス カテゴリのために（ACM）必須アドミッション制御を調整する。
 

• オン A ステーションは WAP に音声トラフィック ストリームを送信するか、または受け
取ることができる前に帯域幅のための TSPEC 要求を送信 する必要があります。
 
• 以外のステーションは TSPEC 要求なしで音声トラフィックを送信 し、受信できます。
 

ステップ 16： WAP が TSPEC 音声 ACM Limit フィールドでアクセス権を得るために音声
AC のワイヤレスを通して送信することを試みるトラフィックの最大量を入力して下さい。
 
ステップ 17： モードを選択して下さい TSPEC ビデオ ACM モード ドロップダウン リスト
からのビデオ アクセス カテゴリのために（ACM）必須アドミッション制御を調整する。
 

• オン A ステーションは WAP にビデオトラフィック ストリームを送信するか、または受
け取ることができる前に帯域幅のための TSPEC 要求を送信 する必要があります。
 
• 以外のステーションは TSPEC 要求なしで音声トラフィックを送信 し、受信できます。
 

ステップ 18： WAP デバイスが TSPEC ビデオ ACM Limit フィールドでアクセス権を得る
ためにビデオ AC が付いているワイヤレスを通して送信することを試みるトラフィックの最
大量を入力して下さい。
 
ステップ 19： WAP の前のアイドル状態が TSPEC AP イナクティビティタイムアウト フィ
ールドでそれを削除するようにダウンリンク トラフィック投機を検出するために WAP デ
バイスのための秒に時間数を入力して下さい。
 
ステップ 20： WAP が TSPEC ステーション イナクティビティタイムアウト フィールドで



それを削除する前にアップリンク トラフィック投機を検出するために WAP デバイスのた
めの秒に時間数をのでアイドル状態入力して下さい。
 
ステップ 21： TSPEC レガシー WMM キュー マップ モード ドロップダウン リストから望
ましいモードを選択して下さい。
 

• ACM として動作するキューで混合するべきオン有効レガシートラフィック。
 
• 以外の無効は ACM として動作するキューのレガシートラフィックを混合しました。
 

ステップ 22： [Save] をクリックして、設定を保存します。
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