
WAP371 のワイヤレス配分組織（WDS）設定 
目標
 

ワイヤレス配分組織（WDS）は複数のアクセス ポイント デバイスを接続し、無線で互いに
通信してもらうことを可能にします。 この機能性はローミング クライアントにシームレス
ネットワーク環境を提供することにキーです。 WDS はまたネットワーク設定で必要となる
ケーブル接続の量の減少によってネットワーク インフラストラクチャを簡素化します。 4
つまでの WDS インターフェイスはすぐに設定され、使用されるかもしれません。 これら
の設定は WDS リンクのどちらかの終わりで各アクセス ポイントに作成する必要がありま
す。 WAP 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。
 
この資料の目標は WAP371 のワイヤレス配分組織（WDS）を設定する方法を示すことです
。
 

  
適当なデバイス
 

• WAP371
  

[Software Version]
 

• V1.1.2.3



WDS ブリッジの設定
 

注: すべての WAP デバイスは同一の設定を備えなければなりません:
 

• 無線
 
• IEEE 802.11 モード
 
• チャネル帯域幅
 
• チャネル（推奨されない自動）
 

これらの設定を行うことに関する詳細については、WAP371 の技術情報基本的な電波 設定
を参照して下さい。
 
注: WDS ブリッジを 802.11n で使用するとき 2.4 GHz 帯域はデフォルトよりもむしろ 20
MHz に、チャネル帯域幅を、20/40 MHz 設定 しました。 チャネル帯域幅が同じである必要
があるので WAP が両方を使用するようにするかわりに特定の帯域幅を選択することは
20/40 MHz デバイスが切らないことを確認します。
 
注: あなたのまわりでアクセス ポイントを検出することを可能にする機能を有効に したい
と思えば不正な AP 検出 ページの望ましい無線のための AP 検知を有効にし、リンクするこ
とを試みている MAC アドレスのための信頼をクリックします。 不正な AP 検出に関する詳
細については、WAP351 および WAP371 アクセス ポイントの不正な AP 検出を設定する技
術情報を参照して下さい。
 
ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > WDS ブリッジ 
『Wireless』 を選択 し。 WDS ブリッジ ページは開きます:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5084
ukp.aspx?vw=1&articleid=5084
ukp.aspx?vw=1&articleid=5084
ukp.aspx?vw=1&articleid=5057


 
呼び出します。 スパニングツリーモード フィールドの Enable チェックボックスをチェッ
クして下さい。 これが有効に なるとき、スイッチかブリッジが複数のパスで相互接続され
る時ループが形成されることを防ぐのにスパニングツリープロトコルが使用されています。
スパニングツリープロトコルはループを検出するために他のスイッチによって BPDU メッ
セージを交換することによって 802.1D IEEE 規格を設定し次に指定ブリッジ インターフェ
イスのシャットダウンによってループを取除きます。 この規格は 2 つのネットワーク デバ
イス間に唯一無二のアクティブパス 1 つあることを保証します。 これは WDS リンクを設
定する場合推奨されます。
 

 
ステップ 3 Radio フィールドで、1 つを（5GHz） 『Radio』 を選択 して下さいまたは設定
した各 WDS リンクのための 2 つを（2.4GHz）無線で送って下さい。
 
利用可能なオプションは次の通り定義されます:
 



• 無線 1(5GHz) — 5 GHz は 2.4 GHz より少しファースト、より新しいデバイスのために
より少ない範囲を持つかもしれません使用されます。
 
• 無線 2(2.4GHz) — 2.4 GHz サポートより古いデバイスにおよびより広い範囲があります
。
 

 
注: ローカル MAC Address フィールドは Radio フィールドの『Wireless』 を選択 された
アンテナにローカルで帰因する MAC アドレスを表示します。
 
ステップ 4 WDS リンクを有効に するために WDS インターフェイス フィールドの Enable
チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 5 リモート MAC Address フィールドで、arrow ボタンをクリックして下さい。 
MAC アドレス ドロップダウン リストは表示すべての近隣アクセス ポイントを現われます
。 WDS リンクを形成したいと思うリストからの MAC アドレスをクリックして下さい。
 



 
注: MAC アドレスおよび SSID は汚れます。
 
ステップ 5 からのドロップダウン リストからのデバイスを発見しない場合ステップ 6. （オ
プションの）、またデータが送信 される WDS リンクのもう一方の端のアクセス ポイント
デバイスのリモート MAC Address フィールドの MAC アドレスで手動で入ることができま
す。
 

 
ステップ 7 暗号化ドロップダウン リストから、WDS リンクに互いに通信するアクセス ポ
イント 使用がありたい暗号化の方式を選択して下さい。
 

 
利用可能なオプションは次の通り定義されます:
 

• なし—セキュリティは WDS リンクに適用されません。 このオプションが選択される場
合ステップ 13 にスキップして下さい。
 



• 個人的な WPA — WPA は事前共有キーを 2 つのアクセス ポイントの間で認証するのに
使用します。 これは暗号化の推奨される方法です。 このオプションを選択する場合ステ
ップ 8 にスキップして下さい。
 
• スタティックWEP —スタティックWEP は最小セキュリティで、長さ 64 から 128 ビッ
トの 4 つまでのキーをサポートできます。 同じキーはすべてのモードで使用する必要があ
ります。 これは無線がレガシー モードでオペレーティングのときだけただ適当です: 5
GHz 無線のための 802.11a および 2.4 GHz 無線のための 802.11b/g。 このオプションを
選択する場合ステップ 9 にスキップして下さい。
 

注: WDS リンクの使用のために選択される暗号化の種類は繋がれるアクセス ポイントを
一致する必要はありません。
 

ステップ 8 個人的な WPA がステップ 7 で選択される場合、WDS ID およびキー フィール
ドで WDS ブリッジの共有デバイスのための ID 名前およびキーを入力して下さい。 それか
らステップ 13 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 9： スタティックWEP がステップ 7 で選択される場合、変調長さフィールドの 
64 ビット Radio ボタンか 128 ビット Radio ボタンを選択して下さい。 これは使用される
キーの長さを規定 します。
 



 
ステップ 10： キー Type フィールドで、望ましい Radio ボタンを選択して下さい。
 

 
利用可能なオプションは次の通り定義されます:
 

• ASCII — ASCII （american standard code for information interchange）は 128 の指定さ
れた文字に符号化される英国アルファベットに基づく文字エンコーディング方式です。 こ
のオプションを選択する場合ステップ 12 に Z. Skip に 0 から 9、a に z および A の組み合
せを入力して下さい。
 
• HEX — HEX は（16 進法）ベース 16 との定位置記数法です。 それは「0 から 9"および
「a に f」または「A に F」の組み合せを利用します。 これらは WAP デバイスを使用して
ステーションと共有される RC4 暗号化キーです。 このオプションを選択する場合ステッ
プ 11 にスキップして下さい。
 

注: 文字の必須の数は選択に基づいてキーの種類およびキー長フィールドのフィールドお
よび変更の右へ示されます。
 



ステップ 11： ステップ 10 で『Hex』 を選択 する場合、WEPキー フィールドの WEPキー
で入力して下さい。 これはキーとして入力されるストリングです。 WEPキー ストリング
はすべての WAP の WEPキー 文字列型の値を一致する必要があります。 文字の必須の数は
キー長フィールドの 128 ビットを選択する場合キー長フィールドのための 64 ビットをおよ
び 26 文字が選択する場合 10 文字です。 それからステップ 13 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 12： ステップ 10 の ASCII を選択する場合、WEPキー フィールドの WEPキーで
入力して下さい。 これはキーとして入力されるストリングです。 WEPキー ストリングは
すべての WAPs の WEPキー 文字列型の値を一致する必要があります。 文字の必須の数は
キー長フィールドのための 64 ビットを選択する場合 5 文字です。 キー長フィールドの 128
ビットを選択する場合、13 文字が必要となります。
 

 
ステップ 13： すべての望ましい WDS リンク インターフェイスを設定することを終わった
ら変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 
注: WDS リンクを完了するために、同じ 設定手順は共用 WDS ブリッジの他のアクセス ポ



イント デバイスのために続く必要があります。
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