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設定して下さいワイヤレスアクセスポイント
（WAP）を使用して無線ネットワークを 
目標
 
ワイヤレスアクセスポイント（WAP）はワイヤレス可能なデバイスが有線ネットワークに接続す
るようにするネットワーキング デバイスです。 ネットワークおよびケーブルを使用するかわりに
ネットワークの各コンピュータかデバイスを、WAPs をインストールしてより便利、セキュアお
よびより費用有効 な代替です接続するのに。
 
無線ネットワークを設定することはあなたおよびスモール ビジネスに多くの長所および利点を提
供します。
 

アクセスすることは便利です。
より少なくネットワークの新しいユーザを追加することを複雑にします。
それはオフィスの 1 つのエリアから別のものに移る時でさえユーザにオンラインにとどまる
一層の柔軟性を与えます。
ゲスト ユーザはパスワードを使用してインターネット アクセスをによってちょうどアクセス
できる場合があります。
無線ネットワーク 保護はネットワークが最大ワイヤレスセキュリティの設定によってパブリ
ックに目に見えて設定することができます。
ユーザのセグメンテーションは、ゲストおよび従業員のような、ネットワーク リソースおよ
びアセットを保護するためにバーチャルLAN （VLAN）の作成によって可能性のあるです。
 

WAP を使用して無線ネットワークを設定する異なる目的があります。 WAP を使うと、次の作業
を行うことができます:
 

完全なワイヤレス カバレッジを提供し、より大きい事務所またはビルドのデッド スポットを
特に取り払うために無線ネットワークの場合範囲および強度を拡張して下さい。
有線ネットワーク内のワイヤレス デバイスを取り扱って下さい。
1 つのデバイスのワイヤレスアクセスポイントの設定を設定して下さい。
 

この技術情報は無線ネットワーク設定および使用の異なる型を示すことを向けます。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

WAP121 | 1.0.6.5 （遅のダウンロード）
WAP131 | 1.0.2.8 （遅のダウンロード）
WAP150 | 1.0.1.7 （遅のダウンロード）
WAP321 | 1.0.6.5 （遅のダウンロード）
WAP351 | 1.0.2.8 （遅のダウンロード）
WAP361 | 1.0.1.7 （遅のダウンロード）
WAP371 | 1.3.0.3 （遅のダウンロード）
WAP551 | 1.2.1.3 （遅のダウンロード）
WAP561 | 1.2.1.3 （遅のダウンロード）
WAP571 | 1.0.0.17 （遅のダウンロード）
WAP571E | 1.0.0.17 （遅のダウンロード）
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https://software.cisco.com/download/home/284142931
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WAP を使用して無線ネットワークを設定して下さい
 
無線ネットワーク設定の異なる型は下記に記載されています。 ネットワーク プリファレンスによ
ってリンクのどれでもクリックして下さい:
 

既存の有線ネットワークに無線ネットワークを追加する方法
つなぐことワイヤレス配分組織（WDS）を経由した複数のアクセス ポイントを一緒に
ワイヤレスアクセスポイントのクラスタ処理の設定
ワークグループブリッジの設定
  

1. 既存の有線ネットワークに無線ネットワークを追加する方法
 
既存の有線ネットワークへ WAP を追加することは無線接続がだけ可能のそれらのデバイスを取
り扱って役立ちます。 それはワイヤレス デバイスのためのだけ別のネットワークの作成のようで
すが、今でも既存の有線ネットワークの一部です。
 
既存のネットワークの WAP を追加することは配線されるのための単一のネットワークを形成す
るために 2 つのネットワークを一緒に結合することのよう下記のダイアグラムで示されているの
ようなワイヤレス デバイスであり。
 

 
学ぶために既存の有線ネットワークに無線ネットワークを追加する方法をここをクリックして下
さい。
  
2. つなぐことワイヤレス配分組織（WDS）によって複数のアクセス ポイントを一
緒に
 
WDS は複数のアクセス ポイントを接続することを可能にします。 WDS はつながれたアクセス
ポイントが無線接続によって互いに通信するようにします。 この機能はシームレス エクスペリエ
ンスがあるためにローミングするクライアントを有効に します。 これは複数の無線ネットワーク
を管理することもっと簡単にしましたり、またネットワークを接続するために必要となるケーブ
ルの量を減らします。
 
WAP 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

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5531-add-a-wireless-network-to-an-existing-wired-network-using-a.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5531-add-a-wireless-network-to-an-existing-wired-network-using-a.html
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ント間 ブリッジ機能、できます。 リピータモードで、WAP は離れてある他のアクセス ポイント
間の接続を確立できます。 それはワイヤレス エクステンダーとして単に機能します。 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 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。
 

 
上記のダイアグラム例では、WDS 接続は WAP121 と WAP321 アクセス ポイントの間で設定さ
れます。
 
WDS の設定のガイドライン:
 
1. WDS は Cisco WAP デバイスの特定のペアをだけ使用します。 ペアは下記に記載されている
ようにあります。
 

WAP321 の WAP121
WAP351 の WAP131
WAP361 の WAP150
WAP561 の WAP551
複数の WAP371
複数の WAP571
複数の WAP571E
 

2. これらのデバイスのあらゆるペア間の 1 WDS リンクだけあることができます。 すなわち、リ
モート Media Access Control（MAC） アドレスは一度だけ特定の WAP のための WDS ページで
書かれるかもしれません。
 
3. デバイスは無線、IEEE 802.11 モード、チャネル帯域幅およびチャネルの同じ設定を備えるは
ずです。
 
4. チャネル 選択は規定 され、自動に設定 しない必要があります。
 
学ぶために WAP の WDS を設定する方法を使用しているデバイスによっての下記のリンク クリ
ックして下さい:
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5.

WAP121、WAP321、WAP371、WAP551 および WAP561
WAP131、WAP351、WAP150 および WAP361
WAP571 および WAP571E
  

3. ワイヤレスアクセスポイントのクラスタ処理の設定
 
クラスタ処理は多重 WAPs が同じネットワークで一緒に加入されるときあります。 このテクノ
ロジーはそれらが動的に協力するようにし、ワイヤレスネットワーキングを簡素化する進められ
た知性です。 単一のエンティティとして、および各アクセス ポイントの設定を別々に行い、再構
成しないでクラスタ化された無線ネットワークを設定・管理できます。 10 まで WAPs 無線ネッ
トワークでクラスタ化することができます。
 

 
WAP はトランスミッタとしてより大きいワイヤレス範囲を提供する Wireless Local Area
Network （WLAN）無線場合のレシーバ機能し、またネットワークのより多くのクライアントを
サポートする機能。
 
ワイヤレスアクセスポイントをクラスタ化するベネフィット:
 

ワイヤレス コントローラのコストを保存します。
（内部か外部委託された）技術的なスタッフ時間の時間を保存することによって作業費を削
減します。
セキュリティを強化します。
ローミングの改善によって生産性を高めます。
アプリケ− ションパフォーマンスの改善によって生産性を高めます。
 

一点設定によるクラスタの設定のガイドライン:
 

一点設定が無効に なるときだけ一点設定設定を編集できます。
クラスタ名は他の WAPs に送られませんクラスタに属する。 クラスタのメンバーである各
デバイスの同じ名前を設定して下さい。
クラスタ名はネットワークで設定する各々の一点設定用のユニークである必要があります。
一点設定は WAPs をだけ使用します IP アドレッシングの同じ型を使用している。 デバイス
は IP バージョンが類似したではない場合クラスタ化しません。
ワイヤレス配分組織（WDS）が有効に なる場合一点設定を有効に することができません。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2040-connect-multiple-access-points-together-through-wireless-dis.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5045-configure-wireless-distribution-system-wds-on-the-wap131-wap.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb5524-configure-wireless-distribution-system-wds-on-the-wap571-or.html


学ぶために WAPs のクラスタ処理を設定する方法をここをクリックして下さい。
  
4. ワークグループブリッジの設定
 
ワークグループブリッジ 機能はワークグループブリッジ モードと接続される Wireless Local
Area Network （LAN）間のトラフィックをとリモートクライアント ブリッジすることをワイヤレ
スアクセスポイント（WAP）が可能にします。 リモートインターフェイスと関連付けられる
WAP デバイスはアクセス ポイント インターフェイスとして Wireless LAN と関連付けられる
WAP デバイスはインフラストラクチャ インターフェイスとして知られているが、知られていま
す。 ワークグループブリッジは有線接続を無線ネットワークに接続してもらうただデバイスを可
能にします。 ワークグループブリッジ モードは代替としてワイヤレス配分組織（WDS）機能が
利用できないとき推奨されます。
 

 
上記のトポロジーはサンプル ワークグループブリッジ モデルを説明します。 配線されたデバイ
スは WAP の LAN インターフェイスに接続するスイッチにつなぎ留められます。 WAP はインフ
ラストラクチャ インターフェイスにアクセス ポイント インターフェイスとして、接続します機
能します。
 
学ぶためにワークグループブリッジ モードを設定する方法をここをクリックして下さい。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5182-configure-a-cluster-on-a-wireless-access-point-wap-through-s.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5047-configure-workgroup-bridge-on-a-wireless-access-point-wap.html
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