
WAP125 か WAP581 アクセス ポイントの VAP
を設定して下さい 

概要
 

バーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAPs）は 1 つの物理アクセス アクセス・ポイ
ントで作成することができる仮想 な 無線ネットワークです。 VAPs セグメント複数のブロ
ードキャスト ドメインへの Wireless Local Area Network （WLAN）。 それらはイーサネッ
ト バーチャルLAN （VLAN）の等量です。 VAPs は WAP125 の 4 つまでのアクセス ポイン
トおよび WAP581 の 16 までのアクセス ポイントを模倣します。 各 VAP は VAP0 を除く
イネーブルまたはディセーブル、である場合もあります。
 
注: VLAN ID 1 の VAP0 はデフォルト VAP です。
 
なぜ WAP の VAP を設定しますか。
 
アクセス ポイントの VAP を設定することは WAP が機能を拡張し、ネットワークの設定を
一致するようにします。 これは一般的に デバイスが最初に配置される、またはデバイスの
後で工場出荷時のデフォルト設定にリセットされましたときされます。 VAP を設定するこ
とはアクセス ポイントが 1 つの物理アクセス アクセス・ポイントの異なるサービス セット
ID （SSID）を通してより多くの無線クライアントをサポートできることを意味します。
 
下記の図は 3 つ VAPs が主要なアクセス ポイントが WAP125 である無線ネットワークで作
成されることを示します。 ワイヤレス デバイスは VAP のそれぞれに接続されます。 主要
な WAP に接続される小型 WAPs として VAPs サーブ別々の SSID としかし 1 つの主要な
ワイヤレスアクセスポイントの内で接続されるようにワイヤレス デバイスがします。
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目標
 

この技術情報は WAP125 か WAP581 アクセス ポイントの VAPs を設定する方法を示すこ
とを向けます。
  

適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

VAP を設定して下さい
 

このシナリオでは、デフォルト VAP0 は既に前もって構成され、SSID CiscoTest の VLAN
10 の VAP1 は SSID Cisco と VLAN 20 の VAP2 によって続きました設定されるために追加
されます。
 
注: イメージは WAP によって使用していることわずかに異なるかもしれません。 イメージ



は下記の WAP125 から撮られます。
 
ステップ 1.提供されるフィールドでユーザ名 および パスワードを入力することによるアク
セス ポイント Webベース ユーティリティへのログインはそれから『Login』 をクリック し
。
 
注: WAP のためのデフォルトユーザ名/パスワードは cisco/cisco です。
 

 
注: デフォルトユーザ名/パスワードは cisco/cisco です。
 
ステップ 2. > ネットワーク 『Wireless』 を選択 して下さい。
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ステップ 3.設定するために無線インターフェイスを選択して下さい。 オプションは次のと
おりです:
 

無線 1 （2.4 GHz） —このオプションは無線 1.の設定を行うことを可能にします。
無線 2 （5 GHz） —このオプションは無線 2.の設定を行うことを可能にします。
 

注: WAP581 を使用している場合、無線 1 は 2.4 GHz のため 5 つの GHz および無線 2 のた
めですです。
 

 
注: この例では、無線 1 （2.4 GHz）は選択されます。
 
ステップ 4. VAP を 追加するためにボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 5. Enable チェックボックスがチェックされることを確認して下さい。 これはデフ
ォルトでチェックされます。
 

 
ステップ 6. VAP と関連付けられる必要がある VLAN ID を入力して下さい。
 

 
注: この例では、VAP は VLAN 10 のために設定されます。
 
ステップ 7.無線ネットワークの名前を入力して下さい。 これはまたサービス セット
ID（SSID）と呼ばれます。 それは 32 文字まで文字および数の長く組み合せです。



 
注: この例では、CiscoTest は入ります。
 
ステップ 8. SSID ブロードキャストがチェックされることを確認して下さい。 これは無線
クライアントが無線ネットワークを捜す場合 SSID を見えるようにします。 このオプショ
ンはデフォルトでチェックされます。 ネットワークのリストで目に見える SSID がほしい
と思わない場合このオプションのチェックを外して下さい。 SSID ブロードキャストが無効
に なるとき、無線ネットワークに接続は手動でする必要があります。
 

 
ステップ 9. （オプションの）チェック WMF を有効に するワイヤレス マルチキャスト転送
（WMF）チェックボックス。 WMF を有効に することはワイヤレス デバイスにマルチキャ
ストトラフィックを転送する効率的な方法を提供します。
 

 
ステップ 10.ドロップダウン リストからセキュリティ型を選択して下さい。 オプションは
次のとおりです:
 
なし—このオプションはワイヤレスセキュリティが VAP で無効に なることを意味します。
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これは不正アクセスに傾向があるので推奨されません。
 

個人的な WPA —このオプションは VAP の Wi-Fi プロテクテッド アクセス（WPA）個
人的なセキュリティを設定します。 これはリモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス
（RADIUS） サーバが必要とならないスモールオフィス 環境で一般的に使用されます
。
WPA エンタープライズ—このオプションは VAP の WPA セキュリティを設定します。
それは適切なの RADIUSサーバがあるより大きいオフィス環境に一般的に使用されます
。
 

 
注: WAP の設定ワイヤレスセキュリティに関する説明に関しては、ここをクリックして下
さい。 この例では、どれも選択されません。
 
ステップ 11. （オプションの）はドロップダウン リストからクライアント フィルタ モード
を選択します。 オプションは次のとおりです:
 

無効—このオプションはクライアント フィルタ 機能が無効に なることを意味します。
ローカル—このオプションはクライアント フィルタリストがアクセス ポイントでロー
カルで保存されることを意味します。
radius — このオプションはクライアント フィルタリストが RADIUSサーバで保存され
ることを意味します。
 

 
注: 無効に なるこの例では選択されます。
 
ステップ 12： （オプションの）機能を有効に するためにチャネル分離チェックボックスを
チェックして下さい。 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 デバイス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、および別の VAP と関連付けられた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。

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5614
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5614


チャネル分離が無効に なるとき、WAP はクライアントが普通互いに通信することを可能に
します。
 

 
注: この例では、チャネル分離は無効に なります。
 
ステップ 13： （オプションの）機能を有効に するために帯域雄牛チェックボックスをチェ
ックして下さい。 帯域雄牛が有効に なる場合、WAP 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 5 GHz 帯域を利
用します。
 

 
注: この例では、帯域雄牛は無効に なります。
 
ステップ 14： （オプションの）ドロップダウン リストからスケジューラー プロファイル
を選択して下さい。 設定スケジューラーに関する説明に関しては、ここをクリックして下
さい。
 

 
注: この例では、WAP で設定されるスケジューラー プロファイルがありません。
 
ステップ 15： （オプションの） VAP に捕虜門脈（CP）例を関連付けて下さい。 VAP に
関連付けられた VAP で関連付けるように試みるクライアントに CP 例の設定は適用されま
す。 ゲスト アクセス 例を設定する方法に関する説明に関してはここをクリックして下さい
。
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5593
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5593
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5641
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5641


 
注: この例では、どれも選択されません。
 
ステップ 16： [Save] をクリックします。
 

 
ステップ 17： VAP がワイヤレス コンピュータことをの範囲でネットワークの表示によっ
て今設定されることを確認して下さい。
 

 
注: この例では、Mac コンピュータは利用され、CiscoTest 最近設定された VAP1 ネットワ
ークに今無線で接続されます。
 
ステップ 18： SSID Cisco で VLAN20 の VAP2 を追加し、設定するステップ 4 からステッ
プ 17 を繰り返して下さい。
 
WAP の VAPs の設定は現在完了しました。
 
 
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…



Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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