
WAP131 および WAP351 の高度電波 設定の設
定 

目標
 

電波 設定がワイヤレスアクセスポイント（WAP）デバイスのワイヤレス 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。 これらの設定は 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。
 
この資料の目標は WAP131 および WAP351 アクセス ポイントの高度電波 設定を行う方法
を説明することです。
 
注: WAP131 および WAP351 の基本的な電波 設定を行う方法の情報に関しては WAP131 お
よび WAP351 の基本的な電波 設定を行う技術情報を参照して下さい。
  

適当なデバイス
 

• WAP131
 
• WAP351
  

[Software Version]
 

• v1.0.0.39
  

高度電波 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:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5049


 
ステップ 2.高度電波 設定を行うために、インターフェイス エリアごとの電波 設定で設定し
たいと思う無線インターフェイスを選択して下さい。 無線 2 （5 GHz）はファーストしか
しより少ない範囲とであるが、無線 1 （2.4 GHz）はより古いデバイスとより互換性があり
、より広い範囲があります。
 



 
ステップ 3. 『Radio』 を選択 されたインターフェイスがつくことを確かめて下さい。 無線
をつけるために、基本的な設定領域の下で 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。
 



 
注: 詳細を基本的な電波 設定を行うことについて学ぶために、WAP131 および WAP351 の
基本的な電波 設定を行う技術情報を参照して下さい。
 
ステップ 4. 『Radio』 を選択 されるの高度設定を表示するために設定を『Advanced』 を
クリック して下さい。
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5049


 
詳細設定エリアは現われます。
 

 
ステップ 5 基本的な設定領域の Mode フィールドで 802.11n が含まれているモードを選択



したら、ショート ガード インターバルによってサポートされたドロップダウン リストは利
用できます。 ガード間隔は干渉を防ぐ、WAP が伝達の間で待っている時間数です。 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。 このフィール
ドが利用できる場合、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; さもなけれ
ば次のステップにスキップして下さい。
 

 
利用可能なオプションは次の通り定義されます:
 

• はい—またショート ガード インターバルをサポートするクライアントと通信するとき
400 ナノ秒毎にに送信時間を減らします。 これは省略時のオプションです。
 
• 非 800 ナノ秒毎にに送信時間を保存します。
 

ステップ 6.保護 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。 記憶保護機構は
802.11 伝達によりレガシー ステーションまたはアプリケーションの干渉を引き起こさない
ことを保証するルールが含まれています。
 



 
利用可能なオプションは次の通り定義されます:
 

• 自動—レガシー デバイスが WAP デバイスの範囲の内にあるとき保護を有効に します。
これは省略時のオプションです。
 
• 以外記憶保護機構を無効に します。
 

ステップ 7 ビーコン 間隔 フィールドでは、ビーコンフレームの伝達間のミリ秒の間隔を入
力して下さい。 ビーコンフレームは無線ネットワークのプロシージャをアナウンスします
。 値は 20 から 2000 ミリ秒の間にである必要があります。 デフォルトの動作は 100 ミリ
秒毎にビーコンフレームを一度送信 することです。
 



 
ステップ 8 DTIM 期間フィールドでは、配信トラフィック情報マップ（DTIM）期間を規定
するために 1 から 255 のビーコンに整数を入力して下さい。 DTIM 期間はどの位の割りで
、ビーコンフレームの点では、WAP デバイスによって機能されるクライアントがまだ積み
込みを待つバッファー内のデータがあるように確認する必要があるか示します。 規定 する
クライアントは各第 2 ビーコンフレームの WAP デバイスのバッファリングされたデータが
あるように確認することデフォルト値は 2 です。
 

 



ステップ 9： 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される
パケットのためのサイズ制限を規定 するために 256 のおよび 2346 バイト間の偶数を入力
して下さい。 パケットがフラグメンテーション しきい値を超過する場合、フラグメンテー
ション 機能はアクティブになり、パケットは複数の 802.11 帯として送信 されます。 デフ
ォルトで、フラグメンテーションは 2346 バイトのしきい値に消えています。 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 10： RTS しきい値 フィールドでは、Request To Send （RTS） 閾値を規定 する
ために 0 と 2347 間の整数を入力して下さい。 衝突により高い帯域幅の使用量および速い
回復またはネットワークの干渉という結果に終る閾値はパケットをより頻繁に送信します。
衝突により低い帯域幅の使用量およびより長い回復時間またはネットワークの干渉という結
果に終る閾値はパケットを頻繁により少し送信します。
 



 
ステップ 11： 最大関連する Clients フィールドでは、WAP に一度に接続できるクライアン
トの最大数を入力して下さい。 範囲は 0-200、200 にデフォルトで設定 されます。
 

 
ステップ 12： 送信 電力 ドロップダウン リストで、WAP が使用する送信 電力のパーセン
トを選択して下さいブロードキャストした場合。 高いパーセントは WAP に最も広い範囲
を与え、こうして少数のアクセス ポイントを同じエリアをカバーするように要求するので
、より費用有効です。 低いパーセントはデバイスをで互いに密接、減らします他の AP 間
のオーバーラップおよび干渉を必要としますが。 デフォルトは 100% です。



 
ステップ 13： 固定マルチキャスト 比率 ドロップダウン リストで、ブロードキャストおよ
びマルチキャスト パケットに Mbps の伝送速度を選択して下さい。 有効値の範囲は基本的
な設定の無線モードによって判別されます。 自動を選択することは WAP が接続されたク
ライアントに基づいて最優遇料率を選択するように自動的にします。
 

 
ステップ 14： レガシー 比率セット表では、サポートされたおよび基本レート セットを判
別するために入手可能 価格の下のチェックボックスをチェックして下さい。 サポートされ



ているレート セットは基本レート セットは他のデバイスが付いている通信を設定するため
に WAP がネットワークにアドバタイズするレートであるが、WAP がサポートするレート
を示します。 それは WAP デバイスをサポートされているレートのサブセットをブロード
キャストしてもらうことはより効率的です。 レートは Mbps にあります。
 

 
注: 比率を基本として選択するために、それはまたサポートされるように選択する必要があ
ります。 サポートされてので比率基本として選択することができない選択されない。
 
ステップ 15： （オプションの）ネットワークを渡って送信されるパケットの数を制限した
いと思う場合ブロードキャスト/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
クして下さい。 デフォルトで、この機能は無効になっています。 この機能を有効に したい
と思わない場合ステップ 16 にスキップして下さい。
 



 
ステップ 16： 制限するブロードキャスト/マルチキャスト 比率を有効に した場合レートリ
ミットおよびレートリミット バースト フィールドは利用可能になります。 各フィールドの
適切な値で入力して下さい。
 

 
フィールドはと定義されます:
 

• レートリミット—これは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ための
レートリミットです。 この比率は毎秒パケットに表現されます。 範囲は 1 – 50 であり、



デフォルトは 50 です。
 
• バーストされるレートリミット—これは上の最大レートを超過してもテンポラリーバー
ストとして渡ることができるトラフィック量を示します。 範囲は 1 – 75 であり、デフォ
ルトは 75 です。
 

ステップ 17： TSPEC モード ドロップダウン リストで、WAP におけるトラフィック 仕様
（TSPEC）モードを選択して下さい。 TSPEC は WAP からのある程度のトラフィックを要
求している QoS （Quality of Service）可能なクライアントから送信 されます。 『ON』 を
選択 することは TSPEC を有効に し、WAP は QoS デバイスからのトラフィックを処理し
ます。 無効 TSPEC、および QoS デバイスを離れて優先順位を与えられません。
 

 
ステップ 18： TSPEC 音声 ACM モード ドロップダウン リストで、モードを選択して下さ
い音声アクセス 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。 『ON』
を選択 することはステーションが WAP に音声トラフィック ストリームをことを送信 する
か、または受け取る前に帯域幅のための TSPEC 要求を送信 する必要があることを意味し
ます。 TSPEC 要求なしで音声トラフィックを送信 し、受信する割り当てステーションを
離れて。
 

 
ステップ 19： TSPEC 音声 ACM Limit フィールドでは、WAP が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容量を入力して下さ



い。 範囲は 0 – 70%であり、デフォルトは 20%です。
 

 
ステップ 20： TSPEC ビデオ ACM モード ドロップダウン リストで、モードを選択して下
さいビデオ 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。 『
ON』 を選択 することはステーションが WAP にビデオトラフィック ストリームをことを
送信 するか、または受け取る前に帯域幅のための TSPEC 要求を送信 する必要があること
を意味します。 TSPEC 要求なしでビデオトラフィックを送信 し、受信する割り当てステ
ーションを離れて。
 

 
ステップ 21： TSPEC ビデオ ACM Limit フィールドでは、WAP が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容量
を入力して下さい。 範囲は 0 – 70%であり、デフォルトは 15%です。
 



 
ステップ 22： TSPEC AP Inactivity タイムアウト フィールドでは、それを削除する前にア
イドル状態としてダウンリンク トラフィック 仕様を検出するために WAP デバイスのため
の秒数に入って下さい。 範囲は 0 – 120 秒であり、デフォルトは 30 です。 0 を入力してこ
の機能を無効に します。
 

 
ステップ 23： TSPEC ステーション Inactivity タイムアウト フィールドでは、それを削除す
る前にアイドル状態としてアップリンク トラフィック 仕様を検出するために WAP デバイ
スのための秒数に入って下さい。 範囲は 0 – 120 秒であり、デフォルトは 30 です。 0 を入
力してこの機能を無効に します。
 



 
ステップ 24： TSPEC レガシー WMM キュー マップ モード ドロップダウン リストで、
（）有効に するためにまたは（） ACM として動作するキューのレガシー トラフィックの
混合を無効に するためにかどうか選択して下さい。 デフォルトで、この機能は無効になっ
ています。
 

 
ステップ 25： 変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 26： pop ウィンドウは無線接続が切断されるかもしれないこと警告を現われます
。 [OK] をクリックして、次に進みます。
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