WAP351、WAP131 および WAP371 の VAP の
設定
目標
バーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAPs）はイーサネット VLAN のワイヤレス等量
である複数のブロードキャスト ドメインに Wireless LAN をセグメント化します。 VAPs は
1 つの物理的 な WAP デバイスの複数のアクセス ポイントを模倣します。 4 つまで VAPs
Cisco WAP131 でサポートされ、8 つまで VAPs Cisco WAP351 および WAP371 でサポー
トされます。
この資料の目標は WAP351、WAP131 および WAP371 アクセス ポイントの VAP を設定す
る方法を示すことです。

適当なデバイス
• WAP351
• WAP131
• WAP371

[Software Version]
• V1.0.0.39 （WAP351）
• V1.0.0.39 （WAP131）
• V1.2.0.2 （WAP371）

VAP を追加し、設定して下さい
注: 各 VAP はユーザ設定 サービス セット ID（SSID）によって識別されます。 多重 VAPs
は同じ SSID 名前がある場合がありません。
注: 機能する無線ネットワークのために設定された VAP が関連付けられること無線は有効
に なり、正しく設定する必要がありますと。 WAP131 および WAP351 の基本的な電波 設
定を詳細については行うことまたは WAP371 の基本的な電波 設定を行うことを参照して下
さい
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およびワイヤレス >
ネットワークへの移動。 ネットワーク ページは提示されます:

呼び出します。 Radio フィールドで、VAPs を設定することを望むワイヤレス無線に Radio
ボタンを選択して下さい。

ステップ 3 新しい VAP を追加するために、『Add』 をクリック して下さい。 新しい VAP
は表に現われます。

注: WAP131 は WAP371 および WAP351 は 8 つまで VAPs サポートするが、4 つまで
VAPs サポートします。
ステップ 4 VAP を編集し始めるためにテーブルエントリの左端のチェックボックスをクリ
ックし、次に『Edit』 をクリック して下さい。 これは選択した VAP の選択不可能にされ
たフィールドを修正することを可能にします。

ステップ 5 Enable チェックボックスがチェックされるように VAP の使用状況を有効に す
るために、して下さい。

ステップ 6 VLAN ID フィールドでは、VAP と関連付けることを望む VLAN ID を規定 して
下さい。 WAP131 か WAP371 を使用している場合、VLAN ID で入力して下さい。 入力す
ることができる最大値は 4094 です。

注: 入る VLAN ID はネットワークにあり、正しく設定する必要があります。 詳細について
は WAP351 アクセス ポイントの VLAN構成を、タグ付けされる管理および ID WAP131 の
タグなしVLAN、またはタグ付けされる管理および ID WAP371 のタグなしVLAN 参照して
下さい。
ステップ 7. SSID Name フィールドで無線ネットワークの名前を入力して下さい。 各 VAP
はユニークな SSID 名前がなければなりません。

ステップ 8 SSID 名前のようにブロードキャスト クライアントへ 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。 これは利用可能なネットワークのリストのクラ
イアントに SSID 名前を表記します。

セキュリティ設定の設定

ステップ 1.セキュリティ ドロップダウン リストからの VAP に接続するために必要となる
認証方式を選択して下さい。 どれも以外のどのオプションでも選択されない場合、追加フ
ィールドは現われます。

利用可能なオプションは次の通りです:
• なし
• スタティック WEP
• ダイナミック WEP
• 個人的な WPA
• WPA エンタープライズ
注: 個人的な、WPA エンタープライズ WPA は最大セキュリティ用の好まれた認証種別です
。 スタティックWEP およびダイナミック WEP はレガシー 機器としか使用する必要があり
、無線が使用されるべき 802.11a か 802.11b/g にモード 設定 されることを必要とします。
WAP131 および WAP351 の基本的な電波 設定を詳細については行うことまたは WAP371
の基本的な電波 設定を行うことを参照して下さい。

スタティック WEP
スタティックWEP は最少セキュア認証方式です。 それは静的なキーに基づいて無線ネット
ワークのデータを暗号化します。 それはこの静的なキーを不法に得やすくなりました従っ
て必要な場合 WEP 認証はレガシー デバイスによってしか必要がありません使用する。
注: スタティックWEP をセキュリティ 方式として選択するとき、プロンプトはセキュリテ
ィ 方式選択が非常に不確かであることを現われ、告げます。
ステップ 1： Transfer 鍵インデックス ドロップダウン リストで、デバイスがデータを暗号
化するのに使用しているそれの下でキーのリストから WEPキーのインデックスを選択して
下さい。

ステップ 2.キーが 64 ビットまたは 128 ビット長であるかどうか規定 するために変調長さ
フィールドから Radio ボタンを選択して下さい。

ステップ 3 キー Type フィールドで、ASCII か 16 進法フォーマットでキーを入力すること
を望むかどうか選択して下さい。 ASCII はすべての文字が、数含まれ、16 進法が数だけ使
用する A-F に文字を入れる間、シンボルはキーボードで示します。

ステップ 4 WEPキー フィールドでは、デバイスのための 4 つまでの異なる WEPキーを入
力して下さい。 このネットワークに接続する各クライアントはデバイスによって規定 され
る同じスロットの同じ WEPキーの 1 つがなければなりません。

キーの文字列を明らかにする場合、ステップ 5. （オプションの）はクリアテキスト フィー
ルドとして提示キーのチェックボックスをクリックします。

注: WAP351 の別のファームウェアを、WAP131、か WAP371 は、提示キー クリアテキス
ト フィールドとして使用するとき抜けるかもしれません。
ステップ 6 802.1X 認証フィールドでは、オプション公開システムや共有鍵の選択によって
使用したいと思う認証アルゴリズムを規定 して下さい。 スタティックWEP がセキュリテ
ィモードのときクライアント ステーションは WAP デバイスによって関連付けることがで
きるかどうか判別するのに使用する認証アルゴリズムは方式を定義します。

利用可能なオプションは次の通り定義されます:
• そのクライアント ステーションに正しい WEPキーがあるかどうか system —認証を
WAP デバイスによって関連付けるようにしますクライアント ステーションが開いて下さ
い。 このアルゴリズムはプレーン テキスト、IEEE 802.1X および WPA モードで使用され
ます。 認証アルゴリズムが公開システムに設定 されるとき、どのクライアントでも WAP
デバイスによって関連付けることができます。
• 共有鍵—認証はクライアント ステーションは WAP デバイスによって関連付けるために
正しい WEPキーがあるように要求します。 認証アルゴリズムが共有鍵に設定 されるとき
、不正確な WEPキーが付いているステーションは WAP デバイスによって関連付けること

ができません。
• 公開システムおよび共有鍵—両方の認証アルゴリズムを選択したら、共有鍵 モードで
WEP を使用するために設定されるクライアント ステーションは WAP デバイスによって
関連付けるために有効な WEPキーがなければなりません。 また、公開システム（有効に
ならない 共有鍵 モード）として WEP を使用するために設定されるクライアント ステー
ションは WAP デバイスによって正しい WEPキーを持たなくても関連付けることができま
す。
ステップ 7. 『SAVE』 をクリック して下さい。

ダイナミック WEP
ダイナミック WEP は 802.1X テクノロジーおよび Extensible Authentication
Protocol（EAP）の組み合せを示します。 このモードは外部 RADIUSサーバの使用がユーザ
を認証するように要求します。 WAP デバイスは EAP をサポートする Microsoft Internet
Authentication Server のような RADIUSサーバを必要とします。 Microsoft Windows クライ
アントとはたらくために、認証サーバは Protected EAP （PEAP）および MSCHAP v2 をサ
ポートする必要があります。 IEEE 802.1X モードが、証明書を含んで、Kerberos、および
公開キー認証使用できますが、サポートする WAP デバイスが使用する同じ認証方式を使用
するためにクライアント ステーションを設定して下さいのいろいろな認証方式。
ステップ 1.デフォルトで使用 グローバル な RADIUSサーバ設定はチェックされます。
RADIUSサーバの異なるセットを使用するために VAP を設定したいと思う場合チェックボ
ックスのチェックを外して下さい。 さもなければステップ 8.にスキップして下さい。

呼び出します。 サーバのIPアドレス Type フィールドで、サーバのIPアドレス タイプを
WAP デバイス使用選択して下さい。 オプションは IPv4 または IPv6 です。 ドット付き
10進表記で表される IPv4 使用 32ビット 2 進数。 IPv6 は 128 ビット 2 進数を表すのに 16
進数およびコロンを使用します。 WAP デバイスはこのフィールドで選択したアドレス タ

イプに関しては RADIUSサーバかサーバだけ接続します。 IPv6 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 ステップ 2 の IPv4 を選択した場合、すべての VAPs がデフォルトで使用する
RADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さい。 それからステップ 5.にスキップして下さ
い。

注: 3 まで IPv4 バックアップ RADIUSサーバ アドレスがあることができます。 認証がプラ
イマリ サーバーによって失敗した場合、各々の設定されたバックアップサーバは順に試み
られます。

ステップ 4 ステップ 2 の IPv6 を選択する場合、プライマリ グローバル な RADIUSサーバ
の IPv6 アドレスを入力して下さい。

注: 3 まで IPv6 バックアップ RADIUSサーバ アドレスがあることができます。 認証がプラ
イマリ サーバーによって失敗した場合、各々の設定されたバックアップサーバは順に試み
られます。
ステップ 5 Key-1 フィールドでは、WAP デバイスがプライマリ RADIUSサーバに認証する
のに使用している共用秘密鍵で入力して下さい。

ステップ 6 Key-4 フィールドへの Key-2 では、設定されたバックアップ RADIUSサーバと

の RADIUS 鍵準で入力して下さい。 サーバIP Address-2 は Key-2 を、サーバのIPアドレス
3 使用します Key-3 を使用し、サーバのIPアドレス 4 は Key-4 を使用します。

トラッキングを有効に したいと思い、リソースの測定が特定のユーザー消費したら場合有
効 RADIUS 説明フィールドのステップ 7. （オプションの）は、チェックボックスをチェッ
クします。 RADIUS 説明を有効に することは送受信されたデータのシステムの時刻および
量をトラッキングします。 情報は RADIUSサーバで保存されます。 これはプライマリ
RADIUSサーバおよびすべてのバックアップサーバのために有効に なります。

注: 説明する有効 RADIUS がある場合プライマリ RADIUSサーバおよびすべてのバックアッ
プサーバのために有効に なります
ステップ 8.最初のサーバを選択して下さいアクティブなサーバ フィールドでアクティブで

ある。 これは有効に しまアクティブである各設定されたサーバを順に接続し、最初のサー
バを選択する WAP デバイス試みを持っていますよりもむしろアクティブな RADIUSサーバ
の手動選択を。

ステップ 9： ブロードキャスト キー リフレッシュ レート フィールドでは、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
れる間隔で入力して下さい。 デフォルトは 300 秒です。

ステップ 10： セッションキー リフレッシュ レート フィールドでは、WAP デバイスが
VAP と関連付けられる各クライアントのためのセッション（ユニキャスト）キーをリフレ
ッシュする間隔を入力して下さい。 デフォルト値は 0 です。

個人的な WPA
個人的な WPA は AES-CCMP および TKIP 暗号化を含む Wi-Fi 同盟 IEEE 802.11i 規格です
。 WPA は IEEE 802.1X および EAP を使用するかわりにエンタープライズ WPA セキュリ
ティモードで使用されるように事前共有キー（PSK）を使用します。 PSK は資格情報だけ
があるように最初のために確認します使用されます。 WPA はまた WPA-PSK と言われます
。 このセキュリティモードはオリジナル WPA をサポートする無線クライアントのために
逆方向互換性があります。
ステップ 1： WPA バージョン フィールドでは、WPA-TKIP を有効に したいと思う場合
WPA-TKIP チェックボックスをチェックして下さい。 WPA-TKIP および WPA2-AES を同
時に有効に してもらうことができます。 WAP は WPA2-AES を常にサポートします従って
それを設定できません。

利用可能なオプションは次の通り定義されます:
• WPA-TKIP —ネットワークにオリジナル WPA および TKIP セキュリティプロトコルだけ
をサポートするいくつかのクライアント ステーションがあります。 最新の WiFi 同盟必要
条件に従って、WPA-TKIP だけ選択することは推奨されません。
• WPA2-AES —ネットワークのすべてのクライアント ステーションは WPA2 および AESCCMP 暗号/セキュリティプロトコルをサポートします。 この WPA バージョンは IEEE
802.11i 規格ごとの最もよいセキュリティを提供します。 最新の WiFi 同盟要件に従って、
AP はこのモードをいつもサポートしなければなりません。

• WPA-TKIP および WPA2-AES —ネットワークに何人かオリジナル WPA だけサポートす
る他および WPA2 をサポートするクライアントのミックスがある場合、チェックボックス
の両方をチェックして下さい。 この設定は WPA および WPA2 が両方クライアント ステ
ーションおよび認証する関連付けるようにしますが、それをサポートするクライアントの
ために非常に堅牢な WPA2 を使用します。 この WPA 設定はセキュリティの代わりによ
り多くの相互運用性を割り当てます。
注: WPA クライアントは WAP デバイスによって関連付けられますこれらのキー（有効な
TKIP キーか有効な AES CCMP 鍵）の 1 つがなければなりません。
呼び出します。 Key フィールドでは、WPA 個人的なセキュリティ用の共用秘密鍵で入力し
て下さい。 63 文字を少なくとも 8 文字および最大入力して下さい。

注: 受諾可能な文字は大文字および小文字アルファベット文字、含まれる数字および特別な
シンボルが含まれています（か。! /\ @#$%^&*）。
テキストがほしいと思えばステップ 3. （オプションの）チェック クリアテキスト チェック
ボックスとして提示キー目に見えるために入力します。 チェックボックスはデフォルトで
チェックを外されます。

注: WAP351 の別のファームウェアを、WAP131、か WAP371 は、提示キー クリアテキス
ト フィールドとして使用するとき抜けるかもしれません。
注: キーの強さメートル フィールドは文字の何異なる型使用される、そしてどの位キーがあ
るか WAP デバイスがのような複雑な状況基準に対してキーをチェックするところにです。
WPA-PSK 複雑な状況チェック 機能が有効に なる場合、キーは最小条件を満たさなければ
受け入れられません。 WPA-PSK 複雑な状況に関する詳細については、WAP131、WAP351
および WAP371 のためのパスワードの複雑性の設定を参照して下さい。

ステップ 4 ブロードキャスト キー リフレッシュ レート フィールドでは、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

る間隔で入力して下さい。 デフォルトは 300 秒です。

WPA エンタープライズ
RADIUS の WPA エンタープライズは CCMP （AES）が含まれている、および TKIP 暗号
化です Wi-Fi 同盟 IEEE 802.11i 規格の実装。 エンタープライズ モードは RADIUSサーバの
使用がユーザを認証するように要求します。 セキュリティモードはオリジナル WPA をサ
ポートする無線クライアントと逆方向互換性があります。
注: ダイナミック VLAN モードはデフォルトで有効に なります、RADIUS認証サーバがどの
VLAN がステーションのために使用されるか決定するようにする。
ステップ 1： WPA バージョン フィールドでは、サポートされるべきクライアント ステー
ションの種類があるようにチェックボックスを確認して下さい。 それらはすべてデフォル
トで有効に なります。 AP は WPA2-AES をいつもサポートする必要があります従ってそれ
を設定できません。

利用可能なオプションは次の通り定義されます:
• WPA-TKIP —ネットワークにオリジナル WPA および TKIP セキュリティプロトコルだけ
をサポートするいくつかのクライアント ステーションがあります。 アクセス ポイントに
WPA-TKIP だけ選択することが最新の WiFi 同盟要件によって許可されないことに注目し

て下さい。
• WPA2-AES —ネットワークのすべてのクライアント ステーションは WPA2 バージョン
および AES-CCMP 暗号セキュリティプロトコルをサポートします。 この WPA バージョ
ンは IEEE 802.11i 規格ごとの最もよいセキュリティを提供します。 最新の Wi-Fi 同盟要
件によって、WAP はこのモードをいつもサポートしなければなりません。
• 有効事前認証— WPA バージョンとして WPA2 だけまたは WPA および WPA2 両方選択
する場合、WPA2 クライアントのための事前認証を有効に することができます。 WPA2
無線クライアントに事前認証パケットを送信してほしい場合このオプションをチェックし
て下さい。 事前認証 情報は WAP デバイスからクライアントがターゲット WAP に現在
デバイスを使用していること中継されます。 この機能を有効に することは多重 WAPs に
接続するローミング クライアントのための認証の高速化を助けることができます。 この
オプションはオリジナル WPA がこの機能をサポートしないので WPA バージョンのため
に『WPA』 を選択 した場合適用しません。
注: RADIUS と WPA を使用するために設定されるクライアント ステーションはこれらのア
ドレスおよびキーの 1 つがなければなりません: 有効な TKIP RADIUS または有効な CCMP
（AES） IP アドレスおよび RADIUS 鍵。
ステップ 2.デフォルトで使用 グローバル な RADIUSサーバ設定はチェックされます。
RADIUSサーバの異なるセットを使用するために VAP を設定したいと思う場合チェックボ
ックスのチェックを外して下さい。 さもなければステップ 9.にスキップして下さい。

ステップ 3 サーバのIPアドレス Type フィールドで、サーバのIPアドレス タイプを WAP デ
バイス使用選択して下さい。 オプションは IPv4 または IPv6 です。 ドット付き10進表記で
表される IPv4 使用 32ビット 2 進数。 IPv6 は 128 ビット 2 進数を表すのに 16 進数および
コロンを使用します。 WAP デバイスはこのフィールドで選択したアドレス タイプに関し
ては RADIUSサーバかサーバだけ接続します。

ステップ 4 ステップ 2 の IPv4 を選択した場合、すべての VAPs がデフォルトで使用する
RADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さい。 それからステップ 6.にスキップして下さ
い。

注: 3 まで IPv4 バックアップ RADIUSサーバ アドレスがあることができます。 認証がプラ
イマリ サーバーによって失敗した場合、各々の設定されたバックアップサーバは順に試み

られます。
ステップ 5 ステップ 2 の IPv6 を選択した場合、プライマリ グローバル な RADIUSサーバ
の IPv6 アドレスを入力して下さい。

注: 3 まで IPv6 バックアップ RADIUSサーバ アドレスがあることができます。 認証がプラ
イマリ サーバーによって失敗した場合、各々の設定されたバックアップサーバは順に試み
られます。
ステップ 6 Key-1 フィールドでは、WAP デバイスがプライマリ RADIUSサーバに認証する
のに使用している共用秘密鍵で入力して下さい。

ステップ 7 Key-4 フィールドへの Key-2 では、設定されたバックアップ RADIUSサーバと
の RADIUS 鍵準で入力して下さい。 サーバIP Address-2 は Key-2 を、サーバのIPアドレス
3 使用します Key-3 を使用し、サーバのIPアドレス 4 は Key-4 を使用します。

トラッキングを有効に したいと思い、リソースの測定が特定のユーザー消費したら場合有
効 RADIUS 説明フィールドのステップ 8. （オプションの）は、チェックボックスをチェッ

クします。 RADIUS 説明を有効に することは送受信された特定のユーザーのデータのシス
テムの時刻および量をトラッキングすることを可能にします。

注: プライマリ RADIUSサーバおよびすべてのバックアップサーバのために説明するイネー
ブルになった RADIUS それ有効に なれば。
ステップ 9.最初のサーバを選択して下さいアクティブなサーバ フィールドでアクティブで
ある。 これは有効に しま各設定されたサーバを順に接続する WAP デバイス試みを持って
いますよりもむしろアクティブな RADIUSサーバの手動選択を。

ステップ 10： ブロードキャスト キー リフレッシュ レート フィールドでは、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
れる間隔で入力して下さい。 デフォルトは 300 秒です。

ステップ 11： セッションキー リフレッシュ レート フィールドでは、WAP デバイスが
VAP と関連付けられる各クライアントのためのセッション（ユニキャスト）キーをリフレ

ッシュする間隔を入力して下さい。 デフォルト値は 0 です。

MAC フィルタ
MAC フィルタはこの VAP にアクセスできるステーションが 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 します。
ステップ 1： MAC フィルタ ドロップダウン リストで、MAC フィルタリングの目的の型を
選択して下さい。

利用可能なオプションは次の通り定義されます:
• 無効— MAC フィルタリングを使用しません。
• ローカル— MAC フィルタリング セクションで設定する MAC 認証リストを、MAC フィ
ルタリングについて詳細を学ぶのに使用しましたり WAP351 および WAP131 の MAC フ
ィルタリングを設定する方法を参照します。
• radius —外部 RADIUSサーバの MAC 認証リストを使用します。

チャネル分離
チャネル分離が無効に なるとき、無線クライアントは WAP デバイスを通ってトラフィッ

クの送信によって普通互いに通信できます。 有効に されたとき、WAP デバイスは同じ
VAP の無線クライアント間の通信をブロックします。 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 1： チャネル分離フィールドでは、チャネル分離を有効に したいと思う場合チェ
ックボックスをチェックして下さい。

ステップ 2. 『SAVE』 をクリック して下さい。
注: 新しい設定が保存された後、対応するプロセスは停止し、再起動するかもしれません。
この条件が起こるとき、WAP デバイスは接続を失うかもしれません。 接続の損失が最少影
響無線クライアントとき WAP デバイス設定を変更することを推奨します。

帯域雄牛
帯域雄牛は WAP371 だけで利用できます。 帯域雄牛は 2.4 ギガヘルツ帯域からの 5 ギガヘ
ルツ帯域にステアリング デュアル バンド サポートされているクライアントによって効果的
に利用します 5 ギガヘルツ帯域をあります。 これはレガシー デバイスによって使用のため
の 2.4GHz 帯域を自由に使えるようにします二重無線サポートがない。
注: 帯域雄牛を使用するために 5 GHz および 2.4 GHz 無線は両方有効に なる必要がありま
す。 無線を有効に することに関する詳細については WAP371 の基本的な電波 設定を行う
方法を参照して下さい。
ステップ 1.帯域雄牛は両方の無線で有効に なる基礎および必要毎VAP の a で設定されます
。 帯域雄牛を有効に したいと思う場合帯域雄牛フィールドのチェックボックスをチェック
して下さい。

注: 帯域雄牛は時間に依存 する 音声またはビデオトラフィックの VAPs で励まされません
。 5 ギガヘルツ無線はより少ない帯域幅を使うために起こってもその無線にクライアント
を操縦することを試みます。
ステップ 2. 『SAVE』 をクリック して下さい。

VAP の削除
ステップ 1： 削除したいと思う VAP のチェックボックスをチェックして下さい。

ステップ 2. VAP を削除するために『Delete』 をクリック して下さい。

ステップ 3.削除を永久に保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。

