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WAP125 か WAP581 アクセス ポイントの設定
WDS 

概要
 

ワイヤレス配分 組織（WDS）は WDS ブリッジによって同じモデルの多重アクセスポイン
トを無線で接続することを可能にします。 モバイルユーザは確立かインフラストラクチャ
の内でローミングするときシームレス接続を経験します。 WDS はユーザがアクセス ポイ
ントにログオンしないでネットワークに接続されてとどまることを可能にします。 これは
複数のワイヤレス ネットワークを管理すること、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すこともっと簡単にします。
 
ワイヤレスアクセスポイント（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 マルチポイント間 ブリッジ機能、できます。
 

アクセスポイントモード—単一 WAP デバイスはネットワークのクライアントおよびそ
の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—単一 WAP 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。
リピータ—それは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ます。 無
線クライアントはこのリピータに接続できます。
 

下記の図例では、WDS 接続は 2 つの WAP125 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:
 

WDS は Cisco WAP デバイスの特定のペアをだけ使用します。
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 メディア アクセス制御（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。
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。
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。
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注: 802.11n 2.4GHz 帯域のブリッジを操作する場合、20/40 MHz デフォルトの代りに
20MHz にチャネル帯域幅を設定 して下さい。 2.4 GHz では 20/40 MHz 帯域は検出す
るために、操作上帯域幅 40 MHz から 20 MHz および 20 MHz WAPs に変更されるべ
きです。 組合わせを誤まられたチャネル帯域幅によりリンクの切断を引き起こします
。 リモート MAC アドレスは一度だけ WAP のための WDS ページで書かれ、これが
原因で、WAPs のあらゆるペア間の 1 WDS リンクだけ提供されます。
  

目標
 

この技術情報は WAP の WDS ブリッジを設定し個人的な Wi-Fi プロテクテッド アクセス
（WPA）を追加ネットワーク セキュリティに与える方法を説明することを向けます。 
  

適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

設定 ワイヤレス 配分 組織
 

WDS によって互いにうまく交信する 2 つのデバイスに関してはそれらは同じモデル IEEE
802.11 モード、チャネル帯域幅およびチャネル（推奨されない自動）持つために、の同じ
設定を無線である、必要があります。 WAP125 および WAP581 以外他の WAPs がある場
合、学ぶために WDS によって多重 WAPs を接続する方法をここをクリックして下さい。
 
ステップ 1. WAP の Webベース ユーティリティへのログイン。 デフォルトのユーザ名およ
びパスワードは cisco/cisco です。
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2040
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2040


 
注: 既にパスワードを変更するか、または新しいアカウントを作成している場合、新しい資
格情報を代りに入力して下さい。
 
ステップ 2.ブリッジを『Wireless』 を選択 して下さい。
 
注: 利用可能 な オプションはデバイスの正確なモデルによって変わるかもしれません。 こ
の例では、WAP125 は使用されます。
 



 
ステップ 3 ワイヤレスブリッジ モード エリアで、WDS を選択して下さい。
 

 
ステップ 4 WDS 設定表では、設定したいと思う WDS ポートの隣でチェックボックスをチ
ェックして下さい。
 
注: この例に関しては、WDS0 は使用されます。
 

 
ステップ 5.選択された WDS ポートの編集を有効に するか、またはインターフェイスする
ために Edit ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 6 WDS ポートを有効に するために Enable チェックボックスをチェックして下さ
い。
 



●

●

 
ステップ 7 無線ドロップダウン リストから、WDS 設定を加えるために無線インターフェイ
スを選択して下さい。
 
注: この例に関しては、2.4 GHz 無線インターフェイスは選択されます。
 

 
ステップ 8 リモート MAC Address フィールドでは、WDS ブリッジの反対側でにまたはデ
バイス接続したいと思う WDS インターフェイスのリモート MAC アドレスを入力して下さ
い。 またフィールドの側の左の矢印をクリックできます。
 
注: この例では、左の矢印はクリックされ、MAC アドレス 80:e8:6f:0c:a7:50 の CiscoSB セ
ットアップ ネットワークは使用されます。
 

 
ステップ 9： 暗号化 ドロップダウン リストから、WDS ブリッジを保護するために方式を
選択して下さい。
 
オプションは次の通りです:
 

なし— No encryption は使用されます。 セキュリティにかかわっていないし、WPA を
サポートしないデバイスを持っていなかったらこれを選択して下さい。 これを選択し
た場合、ステップ 14 にスキップして下さい。
個人的な WPA —パスワード キーとから許可されるネットワークの各ユーザは認証を受
けます。 WPA は事前共有キーを 2 ポイントの間で認証するのに使用します。



 

ステップ 10. WDS ブリッジのセキュリティ設定を行うためにドロップダウン暗号化の
側のアイコンをクリックして下さい。
 
ステップ 11. WDS ID フィールドで WAP の認証のための WDS ID を入力して下さい。 こ
の情報は WDS に接続するすべての WAP デバイスに同じであるはずです。 必須 WDS ID
長さは 2 から 32 文字であるはずです。
 
注: この例では、Wap125Disco は使用されます。
 

 
ステップ 12： Key フィールドで WAP のための認証鍵を入力して下さい。 この情報は
WDS に接続するすべての WAP デバイスに同じであるはずです。 必須変調長さは 8 から
63 文字であるはずです。
 
注: この例に関しては、xXCisc0d1sc0Xx はキーとして使用されます。
 

 
ステップ 13： [OK] をクリックして、次に進みます。
 



 
ステップ 14： 行われた設定を保存するために SAVE ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 15： ポップアップ ウィンドウはワイヤレス設定がアップデートされることを約あ
ること、そしてまた切断されるかもしれないこと知らせるようです。 [OK] をクリックして
、次に進みます。
 

 
ステップ 16.Repeat 上記のすべてのステップ WDS ブリッジに接続することを望む他の
WAPs のために。 最大 4 WDS は追加することができますインターフェイスします。
 
今うまく WAP125 か WAP581 アクセス ポイントの WDS を設定する必要があります。
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