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ワイヤレスアクセスポイント FAQ 
目標
 

この技術情報は設定、設定すること、および Ciscoワイヤレス アクセス ポイント
（WAPs）および返事を解決することで FAQ を紹介しています。
  

適当なデバイス
 

WAP100 シリーズ
WAP300 シリーズ
WAP500 シリーズ
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Bonjour とは何か。
捕虜は何門脈ですか。
チャネル分離とは何か。
イベント ロギングとは何か。
IPv4 とは何か。
IPv6 とは何か。
パケットキャプチャとは何か。
SNMP とは何か。
最適ワイヤレス パフォーマンスのための最良の方法とは何か。
 

VLAN とは何か。
 
Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）はユーザの物理的な位置に関係なく
機能、エリア、またはアプリケーションによって論理的にソートされるスイッチド ネット
ワークです。
 
802.1Q ベースの VLAN とは何か。
 
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、割り当てブリッジド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 VLAN ブリッジのオペレーションを定義します。
 
SSID とは何か。
 
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ネットワーク 名または固有の識別番号です。
 
複数の SSID とは何か。
 
アクセス ポイントの複数の SSID かバーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAPs）を設
定し、全部に異なる構成設定を割り当てることは可能性のあるです。 すべての SSID は同
時にアクティブかもしれ、クライアントデバイスはそれら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。
 
SSID ブロードキャストとは何か。
 
SSID ブロードキャストが方法無線ネットワークでであるアドバタイジングまたはそれ自身
を接続できる無線ネットワークをエリアを捜すあらゆるワイヤレス デバイスに見えるよう
にすることである。 SSID のブロードキャストはどのワイヤレス デバイスでも無線ネット
ワークを見ることを防ぐためにデフォルトで有効に なりましたり 無効に なることができま
す。
 
スケジューラーとは何か。
 
ワイヤレス スケジューラー 機能は電源を節約し、セキュリティを強化するヘルプ VAP か
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。
 
帯域利用率とは何か。
 
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。
 
スパニングツリーとは何か。
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Spanning Tree Protocol （STP）は 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 LAN のためのループフリー トポロジーを確認するのに保証するアルゴ
リズムを通してループを取除くことによって使用されるネットワークプロトコルです。
STP はアクティブパスが壊れた場合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 し、またバックアップ パスとして自動的に冗長パスを再び有効にすることができる
ようにします。
 
RSTP とは何か。
 
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 が以内に設定された
ハロータイム 3 倍の応答し、STP と逆方向に互換性がある間、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。
 
ロード バランシングとは何か。
 

ロード バランシングが適切なリソース 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、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主に過負荷を避けます。
 
WPA/WPA2 とは何か。
 

（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 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。
 
ACL とは何か。
 

Access Control List （ACL）はセキュリティを向上するのにブロッキングによって使用され
るネットワークのリスト トラフィック フィルタおよび関連させた操作または特定のリソー
スにアクセスすることを割り当てるユーザです。
 
MAC ベースの ACL とは何か。
 

MAC ベースの ACL は出典 Media Access Control（MAC）に基づいている ACL の型です。
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リと一致し、フレームのコ
ンテンツに対して ACL ルールをチェックするかどうか確認します。
 
HTTPS とは何か。
 

セキュア Hyper Text Transfer Protocol は（HTTPS）に接続されることデータがブラウザと
Webサイトの間で転送されるより多くのセキュアなプロトコルです。
 
不正な AP 検出とは何か。
 

不正なアクセス ポイント（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。 アクセス ポイントの不正
な AP 検出 機能はそれがこれらの不正な AP 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。
 
RADIUSサーバとは何か。
 



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

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サーバはネットワークに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アクセスを調整します。
 
802.1X サプリカントとは何か。
 

802.1X IEEE規格は開放型システム間相互接続（OSI） モデルのレイヤ2 のセキュリティを
提供するために発達しました。 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。 サプリカントはネットワークに接続し、ネットワ
ーク リソースに認証されるまでアクセスできることができないソフトウェアまたはクライ
アントです。
 
QoS とは何か。
 

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 Quality of
Service 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
パケットロス。
 
WMM とは何か。
 

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 QoS 機能です。 それは 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ます: 音声、ビデオ、
最もよい努力およびバックグラウンド。 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い 優先順位を与えられます。
 
TSPEC とは何か。
 

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 にそ
れ送信 される表しますです。
 
クライアント QoS とは何か。
 

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） アソシエーションはセクションです。 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）。
 
一点セットアップとは何か。
 

一点セットアップ（SPS）は同じアクセス ポイント正確ののグループを展開し、管理する
ことを可能にする簡単な、マルチデバイス管理 技術です。 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。
 
遠隔管理とは何か。
 

遠隔管理はローカルIP の代りにデバイスの Wide Area Network （WAN） IP を使用して遠
隔地からのネットワークデバイスの設定を処理しま、要求かチャレンジにすぐに応答するこ
とをネットワーク管理者を許可します。 これは IP アドレスがあるコンピュータ、スイッチ
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、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。
 
ワイヤレス分離とは何か。
 

ワイヤレス分離は異なる SSID に接続されるコンピュータ間の通信およびファイル転送を防
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。
 
帯域雄牛とは何か。
 

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。 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。
 
WDS とは何ですか。
 

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 し、多重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を可能
にする機能です。 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。
 
高速ローミングとは何ですか。
 

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 エクスペリエンスを実現させるワイヤレスアクセスポイント割り当て間
のファースト ローミング ファースト、セキュア、および途切れないワイヤレス接続。
 
LLDP とは何か。
 

リンク層は Discovery Protocol（CDP） （LLDP） IEEE 802.1AB 規格で定義されるディス
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その他のデバイス
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。
 
動作モードとは何か。
 

動作モードは機能する WAP の機能それをどのようにによって使用したいと思うか異なるモ
ードでです。 それはとしてポイント・モード アクセス ポイントにまたはリピータ一点、ポ
イント マルチポイント間 ブリッジ機能、できます。
 
Bonjour とは何か。
 

Bonjour はマルチキャスト ドメイン ネーム システム（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
ネットワークコンフィギュレーションを簡約化します。
 
捕虜は何門脈ですか。
 

ユーザ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 ユーザかホストはおよび認証を必要とします。
 
チャネル分離とは何か。
 

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
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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。
 
イベント ロギングとは何か。
 

イベント ロギングはシステムのアクティビティかイベントを記録する機能です。 それは管
理者が特定のイベントを把握することを可能にし、システム モニタリング トラブルシュー
ティングに非常に役立ちます、等。
 
IPv4 とは何か。
 

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 とは何か。
 

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。
 
パケットキャプチャとは何か。
 

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トラブ
ルシューティングまたはネットワークパフォーマンスの最適化のための Wireshark のような
ネットワークプロトコル アナライザによって分析することができます。
 
SNMP とは何か。
 

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。
 
最適ワイヤレス パフォーマンスのための最良の方法とは何か。
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