
ワイヤレスアクセスポイント専門用語集 
目的

この技術情報は設定、設定およびトラブルシューティングで使用される用語のリストが
Ciscoワイヤレス アクセス ポイント（WAP）含まれています。

適当なデバイス

ワイヤレスアクセスポイント●

一般用語のリスト

802.1Q ベース vlan — IEEE 802.1Q 仕様は VLANメンバーシップ 情報とイーサネット フレ
ームをタグ付けする標準的な方法を確立し、ブリッジドLAN インフラストラクチャ内の
VLANトポロジの定義、オペレーションおよび管理を可能にする VLAN ブリッジのオペレー
ションを定義します。 802.1Q 規格は方法の問題を提起するようにより小さい部品に大規模
なネットワークを分割する意図されています従ってブロードキャストおよびマルチキャスト
トラフィックは必要よりより多くの帯域幅を使いません。 規格またヘルプは内部ネットワー
クのセグメント間のセキュリティの上位レベルを提供します。

●

802.1X サプリカント—サプリカントは 802.1X IEEE 規格の 3 つのロールの 1 つです。
802.1X は OSI モデルのレイヤ2 のセキュリティを提供するために開発されました。 それは
次のコンポーネントで構成されます: サプリカント、オーセンティケータおよび認証サーバ。
サプリカントはそのネットワークのリソースにアクセスできるようにネットワークに接続す
るソフトウェアまたはクライアントです。  それは IP アドレスを得、その特定のネットワー
クの一部であるために資格情報か証明書を提供する必要があります。 サプリカントは認証さ
れるまでネットワーク リソースにアクセスできることができません。

●

ACL： Access Control List （ACL）はセキュリティを向上するのに使用されるネットワーク
トラフィック フィルターおよび関連させた操作のリストです。 それはユーザがブロックする
か、または特定のリソースにアクセスすることを可能にします。 ACL はまたはネットワーク
デバイスへの拒否されたアクセス権許可されるホストが含まれています。 ACL は 2 つの方法
の 1 つで定義することができます: による IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス。

●

帯域雄牛—帯域ステアリングとしてよりもっとよく知られている高度ロード バランシングは
5 GHz 帯域で送信することができるデバイスを検出する機能です。 2.4 GHz 帯域は頻繁に混
雑し、Bluetooth のようなさまざまなデバイスからの干渉、および電子レンジを経験します。
従ってこの機能はアクセス ポイントがネットワーク パフォーマンスを改善する最適無線周波
にデバイスを操縦し、指示するようにします。

●

帯域利用率—帯域利用率はコミュニケーションパスを通して平均正常なデータ転送にしきい
値を置くことを可能にします。 いくつかのこれを改善するのに使用される手法は帯域幅シェ
ーピング、管理、キャッピング、およびアロケーションです。

●

Bonjour — Bonjour はマルチキャスト DNS の使用が検出されるアクセス ポイントおよびサー
ビスを可能にします。 それはネットワークにサービスをアドバタイズし、サービス タイプの
ためにクエリに答えま、サポートすることスモール ビジネス環境のネットワーク構成を簡約
化します。 Bonjour がサポートされた WAP デバイスで有効に なるとき、Bonjour どのクラ
イアントでも前設定なしで Webベース ユーティリティを検出し、アクセスできます。
Bonjour は IPv4 および IPv6 両方ネットワークではたらきます。

●

捕虜ポータル—それらがパブリックネットワークに普通アクセスできる前に特別な Webペー
ジを見るネットワークの捕虜門脈方式強制 LAN ユーザかホスト。 捕虜ポータルは認証デバ
イスに Webブラウザを回します。 Webページはアクセスがネットワークを使用する許可され
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る前にユーザー操作か認証を必要とします。
チャネル分離—自動的に有効に なる チャネル 管理が付いているデバイスはクラスタの他の
WAP デバイスにワイヤレス ラジオ チャンネルを割り当てます。 自動チャネル 割り当ては無
線ネットワーク上の通信の効率の維持を助けるようにクラスタおよび最大化 Wi-Fi 帯域幅の
外の他のアクセス ポイントとの干渉を減らします。

●

クライアントは qos — 無線クライアントの QoS のカスタマイゼーションに追加オプション
を提供するクライアント サービス品質（QoS） アソシエーション セクションです。 これら
のオプションは送信 することを、受け取ることができるかまたは保証される帯域幅が含まれ
ています。 クライアント QoS アソシエーションはアクセス コントロール リスト（ACL）の
使用と更に処理することができます（ACL）。

●

イベント logging — システムイベントはシステムをスムーズに実行し、障害を防ぐために奪
取 されるべき注意および必要なアクションを必要とするかもしれないシステムのアクティビ
ティです。 これらのイベントはログとして記録されます。 システムログはデバイスで起こる
特定のイベントを把握することを管理者が可能にします。 イベント ログはネットワーク ト
ラブルシューティング、デバッグ パケットフローおよびモニタリング イベントに役立ちます
。

●

ワイヤレスアクセスポイント間のファースト roaming —ファースト ローミングはファースト
、セキュア、および途切れないワイヤレス接続が FaceTime、Skype および Cisco Jabber の
ようなリアルタイムアプリケ− ションのためのシームレス モービル経験を実現させるように
します。

●

HTTPS — セキュア Hyper Text Transfer Protocol は（HTTPS） Transfer Protocol です HTTP
よりセキュアの。 アクセス ポイントは HTTP および HTTPS 両方接続を通して
HTTP/HTTPS サーバが設定されるとき管理することができます。 いくつかの Webブラウザ
は他が HTTPS を使用する間、HTTP を使用します。 アクセス ポイントは HTTPS サービス
を利用する有効なセキュア ソケット レイヤ（SSL） 証明書を備えなければなりません。

●

IPv4 — IPv4 はネットワークのデバイスを識別するのに使用される 32ビット アドレス 指定
方式です。 それはインターネットを含むほとんどのコンピュータ ネットワークで、使用され
るアドレス 指定方式です。

●

IPv6 — IPv6 はネットワークのデバイスを識別するのに使用される 128 ビット アドレス 指定
方式です。 それはコンピュータ ネットワークで使用されるアドレス 指定方式の IPv4 および
ほとんどの最近のバージョンへサクセサです。 IPv6 は世界中で現在出されています。 IPv6
アドレスは 16 進数の 8 つのフィールドで、16 ビットが含まれている各フィールド示されま
す。 IPv6 アドレスは 2 人の部に、64 ビットで構成される各一部分けられます。 ネットワー
ク アドレスである最初の一部および第 2 一部ホスト・アドレス。

●

LLDP — IEEE 802.1AB 規格で定義されるリンク層は Discovery Protocol（CDP）
（LLDP）ディスカバリ プロトコルです。 LLDP はネットワーク デバイスがネットワークの
他のデバイスに彼ら自身についての情報をアドバタイズするようにします。 LLDP は論理リ
ンク制御（LLC） サービスを他の LLDP エージェントに出入して情報を送受信するのに利用
します。 LLC は LLDP へのアクセスのためにリンク サービス アクセス ポイント
（LSAP）を提供します。 各 LLDP フレームは単一 MAC サービス リクエストとして送信さ
れます。 各々の着信 LLDP フレームは MAC サービス アクセス ポイント（MSAP）で MAC
サービス示す値として LLC エンティティによって受信されます。

●

ロード バランシング—ロード バランシングは複数のコンピューター、ネットワーク リンク
および他のいろいろなリソースを渡る負荷を配るのに適切なリソース利用、最大化スループ
ットを、応答時間実現させるために使用され、主に過負荷を避けるネットワーク用語です。

●

MAC ACL — Access Control List （ACL）に基づく Media Access Control（MAC）は送信元
MACアドレスのリストです。 パケットがワイヤレスアクセスポイントから LAN ポートへの
または逆に来る場合、このデバイスはパケットの送信元MACアドレスがこのリストのエント
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リと一致し、フレームの内容に対して ACL ルールをチェックするかどうか確認します。 そ
れは割り当てにそして一致された結果を使用するか、またはこのパケットを拒否します。 た
だし、LAN からの LAN ポートへのパケットはチェックされません。
複数の SSID —複数のサービス セット識別（SSID）またはアクセス ポイントのバーチャル
アクセス アクセス・ポイント（VAPs）を設定し、各 SSID に異なる構成設定を割り当てるこ
とができます。 すべての SSID は同時にアクティブかもしれません。 クライアントデバイス
は SSID の何れかを使用してアクセス ポイントに関連付けることができます。

●

動作モード— WAP デバイスはとしてポイント・モード アクセス ポイントにとリピータ一点
、ポイント マルチポイント間 ブリッジ機能できます。 ポイントツーポイント モードでは、
単一 WAP デバイスはネットワークのクライアントおよび他のデバイスからの接続を許可し
ます。 ポイント マルチポイント間 ブリッジモードでは、単一 WAP デバイスは多くのアクセ
ス ポイント間のよくあるリンクとして動作します。 WAP デバイスはまた互いから離れてあ
るアクセス ポイント間の接続を確立できるリピータとして機能できます。 無線クライアント
はこのリピータに接続できます。 システム ワイヤレス配分組織（WDS）ロールはリピータ
のロールへの比較された類似したである場合もあります。

●

パケット キャプチャ—パケット キャプチャはデバイスによって送受信されるパケットをキャ
プチャし、格納することを可能にするネットワーク デバイスの機能です。 キャプチャされる
パケットはネットワーク プロトコル アナライザによってパフォーマンスを解決するか、また
は最適化するために分析することができます。 キャプチャされるパケット ファイルは
HTTP/HTTPS か TFTPサーバによってダウンロードすることができます。 ネットワークのパ
ケットフローを理解することを共有し、次に更に分析することができます。 Capture ページ
パケットがリモートかローカル パケット キャプチャを設定するのに使用することができまし
たりパケット キャプチャ ファイルをダウンロードするか、または現在のキャプチャ ステー
タスを表示します。

●

qos — サービス品質（QoS）は異なるアプリケーション、ユーザまたはデータフローのため
のトラフィックに優先順位をつけることを可能にします。 従ってそれもクライアントの QoS
に影響を与える指定されたレベルにパフォーマンスを保証するのに使用することができます
。 QoS は次のファクタから一般に影響を受けます: ジッタ、レイテンシーおよびパケット損
失。

●

RADIUSサーバ—リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス（RADIUS）はネットワーク サ
ービスを接続し、利用するデバイスのための認証機構です。 それは集中認証、許可およびア
カウンティング目的で使用されます。 RADIUSサーバは入るログオン資格情報を通してユー
ザのアイデンティティの確認によってネットワークへのアクセスを調整します。 たとえば、
公共 Wi-Fi ネットワークは大学構内にインストールされています。 パスワードがあるそれら
の学生だけこれらのネットワークにアクセスできます。 RADIUSサーバはユーザが入力する
パスワードを確認し、アクセス許可か拒否は適切ようにアクセスします。

●

遠隔管理—遠隔管理は遠隔地からのネットワーク デバイスの設定を処理しています。 これは
IP アドレスがあるコンピュータ、スイッチ、ルータおよび多くの他のようなデバイスで一般
的にされます。 物理的にオンサイトでなくてもよろしくないのでそれネットワーク管理者が
またはチャレンジは要求にすぐに応答することを可能にします。 遠隔管理のデバイスにアク
セスすることはそれをローカルですることのようほとんどです、デバイスにローカルでアク
セスするのに但し例外としてはそれをリモートデバイスでするときデバイスの WAN IP が使
用される一方デバイスのローカル IP アドレスが使用されています。

●

不正な AP 検出—不正な Access Point （AP）はシステム アドミニストレータから明示的 な
許可なしでネットワークでインストールされていたアクセス ポイントです。 不正なアクセス
ポイントはだれでもエリアへのアクセスと意識的または知らずに不正 なパーティがネットワ
ークにアクセスすることを可能にすることができるワイヤレスアクセスポイントをインスト
ールできるのでセキュリティの脅威を与えます。 アクセス ポイントの不正な AP 検出 機能
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はそれがこれらの不正なアクセス ポイントあるおよび Webベース ユーティリティの情報を
表示する範囲の内に見るようにします。 信頼された AP リストへの承認されたアクセス ポイ
ントを追加できます。
RSTP — Rapid Spanning Tree Protocol （RSTP）は STP の機能拡張です。 RSTP はトポロ
ジーの変更の後でより速いスパニングツリー 収束を提供します。 STP は RSTP が以内に
HELLO 設定された時間 3 倍の応答する間、トポロジーの変更に応答する 30 から 50 秒かか
る場合があります。 RSTP は STP と逆方向に互換性があります。

●

スケジューラー—ワイヤレス スケジューラーはバーチャルアクセス電源を節約し、セキュリ
ティを強化するヘルプ アクセス・ポイント（VAP）または無線が操作上であることができる
ようにタイムインターバルのスケジュールを助けます。 別の VAPs か無線インターフェイス
に 16 までのプロファイルを関連付けることができますが各インターフェイスは 1 プロファ
イルだけ与えられます。 各プロファイルは支配しますその制御を関連する VAP または
WLAN の稼働時間一定量の時間がある場合があります。

●

一点 setup —一点設定は機能をサポートするアクセス ポイントのグループを展開し、管理す
ることを可能にするマルチデバイス管理 テクノロジー、簡単なです。 それはそれらを個別に
設定するかわりに一点からのアクセス ポイントのグループの設定の利便性を提供します。 そ
れはまたアクセス ポイントをローカルまたはリモートで管理することを可能にします。

●

SNMP： 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）はネットワーク デバイスについての情
報を保存し、共有するためのネットワーク規格です。 SNMP はネットワーク管理、トラブル
シューティングおよびメンテナンスを促進します。

●

スパニングツリー—スパニングツリープロトコル（STP）は LAN で使用されるネットワーク
プロトコルです。 STP の目的は LAN のためのループフリー トポロジーを確認することです
。 STP は保証するアルゴリズムを通して 2 つのネットワーク デバイス間にたった 1 つのア
クティブパスがあることをループを取除きます。 STP はトラフィックがネットワーク内の最
短パスを可能な限り 奪取 するようにします。 STP はまたバックアップ パスとしてアクティ
ブパスが壊れた場合自動的に冗長パスを再び有効にすることができます。

●

SSID： サービス セット ID（SSID）は無線クライアントがまたは無線ネットワークのすべて
のデバイス間の共有接続できる固有の識別番号です。 それは大文字/小文字の区別があり、32
の英数字を超過してはなりません。 これはまた無線ネットワーク名前と呼ばれます。

●

ワイヤレス デバイスは接続できる無線ネットワークを領域を捜す場合 SSID broadcast —ネ
ットワーク名か SSID によって範囲内の無線ネットワークを検出します。 SSID のブロード
キャストはデフォルトで有効に なります。 ただし、またそれを無効に することを選択する
ことができます。

●

TSPEC — トラフィック 仕様（TSPEC）はトラフィック 仕様 QoS可能 無線クライアントか
らトラフィックストリーム（TS）のためにある程度のネットワーク アクセスを要求する
WAP デバイスにそれ送信 される表しますです。

●

VLAN： Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）はユーザの物理的な場所に関
係なく機能、エリア、またはアプリケーションで論理的にセグメント化されるスイッチド ネ
ットワークです。 VLAN は同じ物理的 な セグメントにあるようにネットワークでどこでも
見つけることができるが、通信するためにですポートまたはホストのグループ。 VLAN は物
理的な接続を変更しないで新しい VLAN にデバイスを移動することを許可によるネットワー
ク管理の簡素化を助けます。

●

WDS — ワイヤレス配分組織（WDS）はネットワークのアクセス ポイントのワイヤレス相互
接続を有効に する 機能です。 それは複数のアクセス ポイントとのネットワークを無線で拡
張することをユーザが可能にします。 WDS はまたアクセス ポイント間のリンクを渡るクラ
イアント帯の MAC アドレスを維持します。 この機能はクライアントをローミングするため
にシームレス エクスペリエンスを提供し、複数の無線ネットワークの管理を可能にするので
重要です。
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メッシュ・ネットワークの用語のリスト
 

Access Point （AP）: ユーザがネットワークに無線で接続することを可能にするのに使用す
るネットワークのデバイス。 特定のラベルは機能によってこれに追加されるかもしれません:
マスター、リモート、ルート、下位、先祖など
ワイヤレス メッシュ メッシュ・ネットワーク: 情報を中継するためにワイヤレスアクセスポ
イントが互いに接続するトポロジーの型。 これらのネットワークはすべてのユーザ向けの必
要を調節し、接続を維持するために動的にはたらきます。
マスター AP: ザ・マスター AP は無線ネットワークおよびトポロジーの管理および制御を提
供します。 それは外部ネットワークの他へインターネット サービス プロバイダ（ISP）を使
用してブリッジ、（通常インターネット）です。 ザ・マスター AP は WAN ISP インターフ
ェイスにそれからトラフィックをルーティングする前提ルータに直接リンクします。 ザ・マ
スター AP はメッシュ・ネットワーク内のワイヤレス サービスを提供するすべてのノードの
オーケストレータです。 それはモービル クライアントに最適化されたワイヤレス サービス
のための最良のルートの最もよいデシジョンを作るためにネットワーク、各クライアント接
続 品質および相手情報のノードから情報をどうにかして。
プライマリ マスター： 現在の AP は WLAN の管理と任せました。
好まれたマスター: 特定のマスター可能な AP が好まれるとしてリストされている設定。 マ
スター AP が失敗した場合、好まれたマスター AP は引き継ぎます。 好まれた AP がバック
アップなら、スイッチバックする自動的に。 指定好まれたマスターがありません。
マスター可能な AP: ネットワークに戻る物理的 な 有線接続がある AP。 この AP はマスター
AP が失敗した場合イーサネットに接続される必要があり、マスター AP になることができま
す。
メッシュ エクステンダー: 有線ネットワークに接続されないネットワークのリモート下位
AP。
従属 AP: マスターで設定されないあらゆるメッシュ AP に適用することができる一般用語。
親 AP: 親 AP はマスター AP に戻って最良のルートを提供する AP です。
子 AP: 子 AP はマスター AP に戻って最良のルートとして親 AP を選択するメッシュ エクス
テンダーです。
アップストリーム AP: クライアントからサーバに行くときアップストリーム AP は AP によ
る方向データフローを示す一般用語です。
ダウンストリーム AP: ダウンストリーム AP はクライアントにインターネットからデータを
伝送します。
同じ場所に配置された AP: バックホール チャネルのブロードキャスト範囲の内にあるエクス
テンダーを一致させて下さい。

WMM — Wi-Fi マルチメディア（WMM）はトラフィックの異なる型に異なるプロセス優先順
位を割り当てる機能です。 WMM はまた 4 つのカテゴリーに基づいてワイヤレス データパケ
ットの優先順位の設定によって無線ネットワークのパフォーマンスを高める QoS 機能です:
音声、ビデオ、最もよい努力およびバックグラウンド。 デフォルトで、WMM は有効に なり
ます。 アプリケーションが WMM を必要としない場合、ビデオおよび音声より低優先順位を
与えられます。

●

ワイヤレス分離—異なる SSID に接続されるコンピュータ間の通信およびファイル・トラン
スファーを防ぎます。 1 SSID のトラフィックは他のどの SSID に転送されません。

●

WPA/WPA2 — （WPA および WPA2）プライバシーを保護するのに無線ネットワーク上の送
信されたデータの暗号化によって無線ネットワークに使用するセキュリティプロトコルが
Wi-Fi Protected Access（WPA）あります。 WPA および WPA2 は IEEE 802.11e との前方互
換性があるおよび 802.11i です。 WPA および WPA2 は Wired Equivalent Privacy（WEP）
セキュリティプロトコルと比較される認証および暗号化機能を改良しました。

●



●

●

ノード: この技術情報では、AP はノードと言われます。 一般に、ノードはネットワーク内の
接続か相互対話を作る説明し、または情報を送信 し、受け取り、保存する機能がありインタ
ーネットと交信を行い、IP アドレスがありますデバイスを。 メッシュ・ネットワークでは、
すべてのノードを渡る最適化された無線 パラメータは優秀なデータ スピードおよびスループ
ットを提供するためにノード間の無線 妨害を減らしている間最大ワイヤレス カバレッジを保
証します。
バックホール: ワイヤレス メッシュ メッシュ・ネットワークでは、配線されたアクセス ポイ
ントにインターネットに達するために到達するローカルエリア・ネットワーク（LAN）必要
の情報。 バックホールは配線されたアクセス ポイントに戻ってその情報を得ることのプロセ
スです。
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