
WAP131 および WAP351 の基本的な電波 設定
の設定 

目標
 

通信がファーストである場合もあるように電波 設定が自由のワイヤレスアクセスポイント
（WAP）デバイス 輻輳のワイヤレス ラジオのアンテナおよびプロパティを設定するのに使
用されていましたりおよび望ましいネットワーク設定に合います。 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。 近似性の多重 WAPs
が同じ 周波数かチャネルでブロードキャストする場合、パフォーマンスを大幅に低下させ
る送信されたデータは破損するまたは取り消されるようになることができます。 各 WAP
が異なる設定でブロードキャストしているように設定を変更することはチャネルが互いに干
渉しないようにします。
 
この資料の目標は WAP131 および WAP351 の基本的な電波 設定を行う方法を示すことで
す。
  

適当なデバイス
 

• WAP131
 
• WAP351
  

[Software Version]
 

• v1.0.0.39
  

基本的な電波 設定の設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーション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:
 



  
グローバル設定
 

ステップ 1： TSPEC 違反 間隔 フィールドでは、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を報告するために WAP デバイスのための秒にタイムインターバル
を入力して下さい。 TSPEC はトラフィック 仕様を意味します。 この TSPEC 違反報告は
システムログおよび簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップを通って発生しま
す。
 

  
インターフェイスごとの電波 設定
 

ステップ 1： Radio フィールドで、望ましい無線インターフェイスを選択して下さい。
 

 
次のオプションは次のとおりです:
 

• 無線 1 （2.4 GHz）は— 2.4 GHz サポートより古いデバイスよい範囲を与え。
 
• 無線 2 （5 GHz）は— 5GHz 2.4 GHz より少しファースト、より新しいデバイスのため
により少ない範囲を持つかもしれません使用されます。
  

基本的な設定-無線 1 （2.4 GHz）



ステップ 1： Radio フィールドでは、無線を有効に するために 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『Radio』 を選択 されたインターフェイスの MAC アドレスを
表示します。
 
呼び出します。 Mode フィールドで、使用したい望ましいモードを選択して下さい。
 

 
次のオプションは次のとおりです:
 

• 802.11b/g は WAP デバイスに— 802.11b および 802.11g サポートされているクライア
ント接続できます
 
• 802.11b/g/n は WAP デバイスに— 802.11b、802.11g および 2.4 GHz 周波数で操作して
いる 802.11n クライアント接続できます。
 
• 2.4 GHz 802.11n – 2.4 GHz 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。
 

注: 802.11 b/g を選択する場合、ステップ 5.にスキップして下さい。
 
ステップ 3.チャネル帯域幅 ドロップダウン リストの無線のための望ましいチャネル帯域幅
を選択して下さい。 利用可能なオプションは 20 MHz および 20/40 MHz です。 20/40 MHz
オプションはデータ レートに選択することができます。
 



 
注: 20 MHz を選択する場合、ステップ 5.にスキップして下さい。
 
ステップ 4 チャネル帯域幅 ドロップダウン リストから 20/40 MHz を選択した場合、プライ
マリ チャネル ドロップダウン リストからプライマリ チャネルを選択して下さい。 これは
かどうか上半分を設定 するために規定 しますまたは 40 MHz の下半分はプライマリ チャネ
ルとしてチャネリングします。
 

 
オプションは次のとおりです:
 

• 上部—プライマリ チャネルとして 40 MHz 帯域の上部 20 MHz チャネルを設定 します。
 
• 下部の—プライマリ チャ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。
 

注: このフィールドは次のステップのチャネル ドロップダウン リストから非自動オプショ
ンを選択する場合その時だけ利用できます。
 
ステップ 5 チャネル ドロップダウン リストから、WAP がデータを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。 可能性のあるオプションは前の選択によ
って常に変わりますが、オート オプションで、一連の数続かれて構成されています。 これ
らの数は指定無線周波の下位区分に相当して異なるワイヤレス チャネル、です。 自動を選
択することにルータが自動的に選択します最小限のトラフィックのチャネルをあります。
 



 
ステップ 6.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7 ポップアップ ウィンドウはワイヤレス設定をアップデートすることが切断に引
き起こすかもしれない警告を現われます。 設定を加えるために『OK』 をクリック して下
さい。
 



  
基本的な設定-無線 2 （5.0 GHz）
 

ステップ 1： Radio フィールドでは、無線を有効に するために 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『Radio』 を選択 されたインターフェイスの MAC アドレスを
表示します。
 
呼び出します。 Mode フィールドで、使用したい望ましいモードを選択して下さい。
 



 
次のオプションは次のとおりです:
 

• 802.11a — 802.11a クライアントだけ WAP デバイスに接続できます。
 
• 802.11a/n は WAP デバイスに— 802.11a クライアントおよび 5 ギガヘルツ周波数で操作
している 802.11n クライアント接続できます。
 
• 5 GHz 802.11n — 5 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。
 

注: 802.11a を選択する場合、ステップ 5.にスキップして下さい。
 
ステップ 3.チャネル帯域幅 ドロップダウン リストの無線のための望ましいチャネル帯域幅
を選択して下さい。 利用可能なオプションは 20 MHz および 20/40 MHz です。 20/40 MHz
オプションはデータ レートに選択することができます。
 

 
注: 20 MHz を選択する場合、ステップ 5.にスキップして下さい。



ステップ 4 チャネル帯域幅 ドロップダウン リストから 20/40 MHz を選択した場合、プライ
マリ チャネル ドロップダウン リストからプライマリ チャネルを選択して下さい。 これは
かどうか上半分を設定 するために規定 しますまたは 40 MHz チャネルの下半分はプライマ
リ チャネルです。
 

 
オプションは次のとおりです:
 

• 上部—プライマリ チャネルとして 40 MHz 帯域の上部 20 MHz チャネルを設定 します。
 
• 下部の—プライマリ チャ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。
 

注: このフィールドは次のステップのチャネル ドロップダウン リストから非自動オプショ
ンを選択する場合その時だけ利用できます。
 
ステップ 5 チャネル ドロップダウン リストから、WAP がデータを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。 可能性のあるオプションは前の選択によ
って変わります。 通常、ドロップダウン リストは一連の数のすぐ前にオート オプションを
示します。 これらの数は指定無線周波の下位区分に相当して異なるワイヤレス チャネル、
です。 自動を選択することにルータが自動的に選択します最小限のトラフィックのチャネ
ルをあります。
 

 
ステップ 6.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 7 ポップアップ ウィンドウはワイヤレス設定をアップデートすることが切断に引
き起こすかもしれない警告を現われます。 設定を加えるために『OK』 をクリック して下
さい。
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