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WAP121 および WAP321 のバーチャルアクセス
アクセス・ポイント（VAPs）の設定 

目標
 

バーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAPs）は 1 つの物理的 な WAP デバイスの多重
呼び出し手段を模倣します。 VAPs はイーサネット バーチャルLAN （VLAN）に類似した
です。 各 VAP は独自に イネーブルまたはディセーブルである場合もあり、ユーザ設定 サ
ービス セット ID（SSID）か別名ネットワーク名によって識別されます。 Cisco WAP121
の 4 まで VAPs および Cisco WAP321 の 8 まで VAPs 設定できます。
 
この資料の目標は Cisco WAP121 および WAP321 アクセス ポイントのバーチャルアクセス
アクセス・ポイントを設定する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 
WAP121
WAP321
  
[Software Version]
 
1.0.6.5
 

ステップ 1.アクセス ポイント Webベース ユーティリティへのログインは > ネットワーク 
『Wireless』 を選択 し。
 

 
呼び出します。 バーチャルアクセス アクセス・ポイント（SSID）表の下で、Add ボタンを
クリックして下さい。
 
注: VAP 第 0 はデフォルト物理的 な 無線インターフェイスで、プリファレンスによって修
正することができます。 この VAP は無線が有効に なる限り削除することができないし、
イネーブルになっている残ります。
 



 
ステップ 3 VAP 数の側のチェックボックスをチェックしそして『Edit』 をクリック して下
さい。
 

 
ステップ 4 VLAN ID フィールドでは、作成している VAP を関連付けたいと思う VLAN ID
を入力して下さい。 VLAN ID は 1 から 4094 までどの値である場合もあります。
 
注: VLAN ID がネットワークで正しく設定されることを確認して下さい。 ネットワーク エ
ラーは VAP が構成済みのVLAN の無線クライアントと不適当に通信する場合起こるかもし
れません。 WAP121 は 5 アクティブVLAN （1 つの管理 VLAN と 4 WLAN）をサポートし
、WAP321 は 9 アクティブVLAN （1 管理 VLAN と 8 WLAN）をサポートします。
 

 
注: この例では、VLAN ID 1 は使用されます。 これがデフォルト設定です。
 
ステップ 5 SSID Name フィールドでは、VAP の名前を作成して下さい。 SSID は 2 から
32 文字間の大文字/小文字の区別がある、英数字エントリが含まれている場合があります。
 

 
ステップ 6 SSID ブロードキャスト チェックボックスをチェックして下さい。 これは VAP
が範囲内のあらゆるワイヤレス デバイスに目に見えるようにします。
 
注: SSID ブロードキャストはデフォルトで有効に なります。 SSID ブロードキャストを無
効に することはしかし、保護の最小レベルだけを提供し、非暗号化トラフィックを接続す
るか、またはモニタするためにセキュリティの脅威を防がない VAP が目に見えないので無



●

●

●

線クライアントがネットワークに接続することを防ぎます。 SSID ブロードキャストは各
VAP の独自に イネーブルまたはディセーブルである場合もあります。
 

 
ステップ 7.どのようなセキュリティを VAP で使用するために好むかによってセキュリティ
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。 オプションは次のとおりです:
 

なし—またはセキュリティ開かないで下さい。 これは省略時のオプションです。 このオプシ
ョンが選択される場合、ステップ 10.にスキップして下さい。
個人的な WPA — WEP と比較したより多くの拡張セキュリティは、8-63 文字 長さのキーを
サポートし。
WPA エンタープライズ—セキュリティの最先端の方式。 それは WAP の下の各無線ユーザが
個々のユーザ名 および パスワードと許可される Protected Extensible Authentication Protocol
（PEAP）を使用します。 これらのパスワードは高度暗号化規格（AES）をサポートできま
す。 それはまた追加証明書をアクセス権を得るために提供するまた各ユーザ必要性 PEAP に
加えて Transport Layer Security （TLS）を使用します。
 

 
注: この例では、個人的な WPA は選択されます。
 
ステップ 8 Key フィールドでは、VAP のためのパスワードを作成して下さい。 これは各入
力する無線クライアントが無線ネットワークに接続するために必要があるパスワードです。
 

 
注: キーの強さメートルは作成したパスワードの強度を示します。
 
ステップ 9.ブロードキャスト キー リフレッシュ レートで値を入力して下さい。 これはブ
ロードキャスト（グループ）キーがこの VAP と関連付けられるクライアントのためにリフ
レッシュされる間隔です。 有効範囲は 0 から 86400 秒からです。
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注: この例では、デフォルト値 300 は使用されます。
 
ステップ 10. VAP にアクセスできるクライアントが MAC アドレスの設定されたグローバル
リストに制限 されるかどうか規定 するために MAC フィルタ 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。 オプションは次のとおりです:
 

無効—すべてのクライアントはアップストリーム ネットワークにアクセスできます。
ロケール—アップストリーム ネットワークにアクセスできるクライアントのセットはローカ
ルで定義された MAC アドレス リストで規定 されるクライアントに制限 されます。
radius —アップストリーム ネットワークにアクセスできるクライアントのセットは
RADIUSサーバの MAC アドレス リストで規定 されるクライアントに制限 されます。
 

 
注: この例では、無効に なる デフォルト設定は選択されます。
 
WAP デバイスに同じ VAP の無線クライアント間の通信をブロックしてほしい場合ステッ
プ 11. （オプションの）チェック チャネル分離チェックボックス。 WAP デバイスはまだネ
ットワークの、WDS リンクを渡って、および異なる VAP と、ない無線クライアント間で
関連付けられる他の無線クライアントの無線クライアントと配線されたデバイス間のデータ
トラフィックを可能にします。
 

 
ステップ 12： 追加したいと思う VAP 毎にステップ 2 に 11 を繰り返して下さい。 Cisco
WAP121 の 4 まで VAPs および Cisco WAP321 の 8 まで VAPs 設定できます。
 
ステップ 13： ボタンを  クリックして下さい。
 
WAP121 および WAP321 アクセス ポイントに今うまくバーチャルアクセス アクセス・ポ



イントを設定する必要があります。
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