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追加して下さいワイヤレスアクセスポイント
（WAP）を使用して既存の有線ネットワークに
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クデバイスです。 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、今でも下記の図で示されているのような既存の
有線ネットワークの一部です。
 

 
上記のネットワークダイアグラムでは左部分は既存の有線ネットワークを示します。 ルータに接
続されるそれはスイッチに接続される 4 台の配線されたコンピュータで構成されています。 右の
部分では、無線ネットワークは WAP に接続される 2 台のワイヤレス コンピュータを示します。
 
この技術情報の目標はワイヤレスアクセスポイントを使用して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示すことです。
  
適当なデバイス
 

WAP100 シリーズ
WAP300 シリーズ
WAP500 シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.6.5 — WAP121、WAP321
1.0.2.8 — WAP131、WAP351
1.0.1.7 — WAP150、WAP361
1.3.0.3 — WAP371
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1.2.1.3 — WAP551、WAP561
1.0.0.17 — WAP571、WAP571E
  

既存の有線ネットワークに無線ネットワークを追加して下さい
 
無線ネットワークを設定して下さい
 
注: イメージは WAP の正確なモデルによって変わるかもしれません。 この技術情報で使用され
るイメージは WAP361 から撮られます。
 
ステップ 1. WAP をルータに接続するか、または供給されたイーサネットケーブルを使用して切
り替えて下さい。
 
注: WAP は Power over Ethernet （PoE）機能がない場合、交流 電力 アダプタを WAP に接続し
、パワー アウトレットに差し込んで下さい。
 
ステップ 2. WAP がブロードキャストしていること無線ネットワークにワイヤレス コンピュータ
を接続して下さい。
 
注: Ciscoアクセスポイントのデフォルトサービス セット ID （SSID）または無線ネットワーク名
前は ciscosb です。
 

 
ステップ 3 ワイヤレス コンピュータで、Webブラウザを起動させ、アドレスバーで WAP の IP
アドレスを入力することによって WAP の Webベース ユーティリティにアクセスして下さい。
 
注: WAP の IP アドレスを知らなければ、これらのアプリケーションがネットワークにインスト
ールされている場合 Cisco FindIT ディスカバリ ツールか Cisco FindIT ネットワーク管理 ツール
を使用できます。 これらのアプリケーションはネットワーク内のアクセス ポイントおよび他の
Ciscoデバイスの IP アドレスおよび他の情報をチェックするのを助けます。 多くを学ぶために、
ここをクリックして下さい。
 

 
注: 上記のイメージでは 192.168.1.245 は IP アドレスの一例として使用されます。 これは
Ciscoアクセスポイントのデフォルト IP アドレスです。
 
ステップ 4 認証 ウィンドウで、ユーザ名 および パスワード フィールドで WAP のユーザ名 およ
び パスワードを、それぞれ入力して下さい。
 
注: ネットワークに追加しようとしている各アクセス ポイントに 5 人のユーザに設定できます。
認証鍵を通して Webベース ユーティリティにアクセスするために許可されるこれらのユーザは
物ですしかしこれらのユーザの 1 つだけは読み書き特権レベルがあることができます。 また、各

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5359-discovering-the-network-in-the-findit-network-probe.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5359-discovering-the-network-in-the-findit-network-probe.html
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ユーザに別のユーザ名 および パスワードを作成できます。 、どのようにここをクリックしなさ
いか学ぶため。
 

 
注: Ciscoアクセスポイントのためのデフォルトユーザのデフォルトのユーザ名およびパスワード
は cisco/cisco です。
 
ステップ 5. 『Log In』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 6 ナビゲーション領域で、LAN > IPv4 設定選択して下さい。
 

 
注: WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、または WAP561 を使用していたら、LAN > VLAN
および IPv4 アドレス選択して下さい。
 

 
注: 代りに当たって いたら IPv6 を使用したいと思う場合手順のためにここをクリックして下さい
。
 
ステップ 7.接続タイプを選択するために Radio ボタンをクリックして下さい。
 

DHCP： アクセス ポイントはネットワークのダイナミック ホスト コンフィギュレーション
プロトコル サーバからの IP アドレスを得ます。
静的な IP —手動で WAP に IPv4 アドレスを割り当てる 1 才です。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4268-manage-user-accounts-on-the-wap551-and-wap561.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4268-manage-user-accounts-on-the-wap551-and-wap561.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5065-ipv6-settings-configuration-on-the-wap131-and-wap351-access.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5065-ipv6-settings-configuration-on-the-wap131-and-wap351-access.html


 
注: この例では、DHCP は選択されます。 これがデフォルト設定です。 このステップを実行した
場合、ステップ 12 にスキップして下さい。
 
前のステップの静的な IP を選択した場合ステップ 8. （オプションの）は、静的IP アドレス フィ
ールドの WAP に割り当てたいと思う静的IP アドレスを入力します。 ネットワークと同じ範囲に
ある割り当てる IP アドレスことを確かめて下さい。
 

 
注: この例では、使用される IP アドレスは 192.168.1.112 です。
 
ステップ 9. （オプションの）はサブネット マスク フィールドでサブネット マスクを入力します
。
 

 
注: この例では、255.255.255.0 は使用されます。
 
ステップ 10. Default Gateway フィールドでルータのIP アドレスを入力して下さい。
 

 
注: この例では、192.168.1.1 はデフォルト ゲートウェイとして使用されます。
 
ステップ 11： Domain Name Servers （DNS）エリアでは、マニュアルのための Radio ボタンは
自動的に接続タイプが静的な IP に設定 されれば選択されます。 提供されるフィールドで 2 つま
での DNS アドレスを入力できます。
 

 
注: この例では、192.168.1.1 は使用されます。
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ステップ 12： [Save] をクリックします。
 

  
ワイヤレス設定を設定して下さい
 
ステップ 1. > ネットワーク 『Wireless』 を選択 して下さい。
 

 
デュアル バンド アクセス ポイントを使用している場合ステップ 2. （オプションの）は、設定し
たいと思う無線インターフェイスを選択するために Radio ボタンをクリックします。
 

無線 1 （2.4 GHz） — 2.4 GHz 周波数で動作する無線クライアントに関しては。
無線 2 （5 GHz） — 5 GHz 周波数で動作する無線クライアントに関しては。
 

 
注: この例では、無線 1 （2.4 GHz）は選択されます。
 
ステップ 3 バーチャルアクセス アクセス・ポイント（SSID）エリアの下で、デフォルト バーチ
ャルアクセス アクセス・ポイント（VAP）の側のボックスをチェックし、それの下で Edit ボタン
をクリックして下さい。
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注: デバイスの正確なモデルによって Add ボタンをクリックして WAP の多重 VAPs を追加する
か、または作成できます。 WAP361 の場合、7 つ追加 VAPs は作成することができます。
 
ステップ 4 SSID 名前の下で、提供されるフィールドの無線ネットワークの新しい名前を作成し
て下さい。
 

 
注: この例では、ワイヤネットは使用されます。
 
SSID ブロードキャストの下のステップ 5. （オプションの）はプリファレンスによって、チェッ
クまたはボックスのチェックを外します。 ボックスをチェックすることは無線ネットワークが
SSID をブロードキャストするか、または範囲内のすべてのワイヤレス デバイスに目に見えるよ
うにします。 ボックスのチェックを外すことはすべてのワイヤレス デバイスからそれを隠します
。
 

 
注: この例では、SSID ブロードキャストはチェックされます。
 
ステップ 6 セキュリティの下で、無線ネットワークで設定したいと思うセキュリティの種類を選
択するためにドロップダウン メニューをクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

なし–このオプションはすべてのワイヤレス デバイスが使用可能にし、パスワードか認証を
頼まれないで無線ネットワークに接続するようにセキュリティを設定 します。
個人的な WPA — Wi-Fi プロテクテッド アクセス（WPA）は Wired Equivalent
Privacy（WEP）のセキュリティ機能に改良するように設計されているセキュリティプロトコ
ルです。 WPA はより高く使用します、256 ビットはデータ暗号化およびユーザ認証をキー
入力し、改善します。 このセキュリティモードはデバイスがより新しく、WPA とそれをサ
ポートすればあなた高レベル 高度暗号化 セキュリティ（AES）アルゴリズムが Temporal
Key Integrity Protocol（TKIP） アルゴリズムを、または最新の使用するように、します。 し
かしオプションは両方ともより強いセキュリティ規格を設定します。
WPA エンタープライズ—エンタープライズ モードでは、Wi-Fi プロテクテッド アクセス
（WPA）はリモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス（RADIUS） サーバ認証と使用され
ます。
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注: この例では、個人的な WPA は選択されます。 セキュリティの詳細 ウィンドウはそれから目
に見えます。
 
ステップ 7. WPA バージョン エリアのチェックボックスのチェックによってサポートしたいと思
うクライアント ステーションの種類を選択して下さい。
 

WPA-TKIP —  このオプションはネットワークに接続できるためにオリジナル 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無線クライアントを可能にします。
WPA2-AES —  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。
 

注: ネットワークに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。
 

 
ステップ 8 Key フィールドでは、8 から 63 文字で構成されているパスワードを入力して下さい
。 この無線ネットワークに接続することを試みる各ワイヤレス デバイスはこの認証鍵を頼まれま
す。
 

 
作成したパスワードを示すクリアテキスト ボックスようにステップ 9. （オプションの）チェッ
ク提示キー。
 

 
注: 鍵の強度 メートル エリアは作成したことキーを頼りにして基づいて人種差別を示します。 こ
の例では、Str0ngPassw0rd! 認証鍵として使用されます。
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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、0 から 86400 秒に
値を入力して下さい。 これ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す。
 

 
注: この例では、300 秒は使用されます。 これがデフォルト値です。
 
MAC フィルタの下のステップ 11. （オプションの）は、MAC フィルタを無効に するか、または
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 するためにドロップダウン リストをクリックします。 次のオプションが
あります。
 

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 ページで設定する MAC 認証リストを使用します。
radius — 外部のRADIUSサーバの MAC 認証リストを使用します。
 

注: 学ぶために MAC フィルタリングを設定する方法をここをクリックして下さい。
 

 
注: この例では、ローカルは選択されます。
 
ステップ 12： （オプションの）チャネル分離の下でチェックボックスをチェックするか、また
はプリファレンスによってそれを有効に するか、または無効に するためにチェックを外して下さ
い。 有効に されたとき、WAP 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 はまだネットワークの、ワイヤレス配分 組織（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。 無効に されたとき、無線クライアント
は WAP によ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。
 

 
注: この例では、チャネル分離は無効に なります。 これがデフォルト設定です。
 
ステップ 13： （オプションの）帯域雄牛の下でチェックボックスをチェックするか、またはプ
リファレンスによってそれを有効に するか、または無効に するためにチェックを外して下さい。
この機能はデュアル バンド WAPs だけのためです。 帯域雄牛を有効に することは 2.4 GHz 帯域
からの 5 GHz 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
果的に無線が両方とも稼働しているとき 5 GHz 帯域を利用します。
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5081


 
注: この例では、帯域雄牛は有効に なります。
 
ステップ 14： [Save] をクリックします。
 

 
下記の図に示すようにワイヤレスアクセスポイントを使用して既存の有線ネットワークに今無線
ネットワークの追加に成功する必要があります。
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