
WAP371 の基本的な電波 設定 
目標 

無線は無線ネットワークを作成する WAP の物理的 な コンポーネントです。 WAP の電波
設定は無線の動作を制御し、どのようなワイヤレスが WAP に送信する信号を送るか判別し
ます。 この設定は WAP が他のワイヤレス出典に近似性にあれば、そして他の出典の干渉
を防ぐために周波数が変更される必要があるとき役立ちます。
 
この技術情報の目標は WAP371 の基本的な電波 設定を説明することです。
  

適当なデバイス 
• WAP371
  

[Software Version] 
• v1.2.0.2
  

電波 設定 設定 
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 > Radio を『
Wireless』 を選択 し。 無線のページは開きます: 
 



  
グローバル な 電波 設定の設定
 

ステップ 1： TSPEC 違反 間隔 フィールドでは、必須アドミッション制御手順に付着しな
い関連するクライアントを報告する前に WAP が待っているタイムインターバルを入力して
下さい（秒で）。 これらのレポートはシステムログおよび簡易ネットワーク管理プロトコ
ル（SNMP）によって、IP ネットワークのデバイスをのためのプロトコル管理すること送
信されます。 
 

  
基本的な電波 設定の設定
 



ステップ 1： インターフェイス領域ごとの電波 設定では、行うことを望む無線周波設定の
Radio ボタンをクリックして下さい。 行う詳細設定この無線におよび基本は加えられます
。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 無線 1 — 5 GHz の無線周波を持ち、次の無線モードをサポートします: 802.11a、
802.11a/n/ac および 802.11n/ac。 5 GHz 基本的な電波 設定 セクションの設定を参照して
下さい。
 
• 無線 2 — 2.4 GHz の無線周波を持ち、次の無線モードをサポートします: 802.11b/g、
802.11b/g/n および 802.11n。 2.4 GHz 基本的な電波 設定 セクションの設定を参照して下
さい。
  

5 GHz 基本電波 設定の設定
 

ステップ 1： 無線インターフェイスをイネーブルに設定するために Radio 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。 
 

 
注: MAC Address フィールドは無線インターフェイスの MAC アドレスを示します。
 
ステップ 2.モード ドロップダウン リストから望ましい無線モードを選択して下さい。 
 



 
利用可能なオプションは次の通り記述されています:
 

• 802.11a — 802.11a クライアントだけ WAP デバイスに接続できます。 クライアントは
このモードが選択されるとき 54 Mbps 帯域幅の最大を得ることができます。
 
• 802.11a/n/ac は WAP デバイスに— 5 GHz 周波数で動作する 802.11a、802.11n および
802.11ac クライアント接続できます。 802.11n クライアントは 150 Mbps 帯域幅の最大
を得、802.11ac クライアントは 1 Gbps に起きることができます。
 
• 5 GHz 802.11n/ac — 5 GHz 周波数で動作する 802.11ac クライアント WAP デバイスに
および 802.11n だけ接続できます。
 

ステップ 3.チャネル帯域幅 ドロップダウン リストから無線のためのチャネル帯域幅を選択
して下さい。 
 

 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 20 MHz — 20 MHz チャネルにチャネル帯域幅の使用を制限します。
 
• 20/40 MHz —周波数領域で隣接 する 2 つの 20 MHz チャネルで構成されています。
 
• 80 MHz — 80 MHz チャネルにチャネル帯域幅の使用を制限します。
 

注: 20 か 80 MHz が選択される場合、プライマリ チャネルおよびチャネル フィールドを
設定するオプションは利用できません。 ステップ 6.にスキップして下さい。
 

ステップ 4 プライマリ チャネル ドロップダウン リストから、プライマリように設定 する



ためにチャネルを選択して下さい。 プライマリ チャネルは 20/40 MHz チャネルだけをサポ
ートするデバイスのために使用されます。 
 

 
利用可能なオプションは次の通り記述されています:
 

• 上部—プライマリ チャネルとして上部 20 MHz チャネルを設定 します。
 
• 下部の—プライマリ チャネルとして下部のを 20 MHz チャネル 設定 します。
 

注: チャネル フィールドが自動として残される場合 Web UI はドロップダウン プライマ
リ チャネルを無効に します。
 

ステップ 5.無線がチャネル ドロップダウン リストから送受信するのに使用する無線周波ス
ペクトルの部分を選択して下さい。 
 



 
注: 自動が選択される場合、WAP は利用可能なチャネルをスキャンし、最少トラフィック
が検出されるチャネルを選択します。
 
ステップ 6.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 
 



  
2.4 GHz 基本電波 設定の設定
 

ステップ 1： 無線インターフェイスをイネーブルに設定するために Radio 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。 
 



 
注: MAC Address フィールドは無線インターフェイスの MAC アドレスを示します。
 
ステップ 2.モード ドロップダウン リストから望ましい無線モードを選択して下さい。 
 

 
利用可能なオプションは次の通り記述されています:
 

• 802.11b/g は WAP デバイスに— 802.11b および 802.11g クライアント接続できます。
802.11b クライアントは 802.11g クライアントが 54 Mbps の最大をサポートできる間、
11 Mbps 帯域幅の最大を得ることができます。
 
• 802.11b/g/n は WAP に— 802.11b、802.11g および 2.4 GHz 周波数で操作する 802.11n
クライアント接続できます。
 
• 2.4 GHz 802.11n — 2.4 ギガヘルツ周波数で操作する 802.11n クライアントだけこのに
電波 設定を接続できます。
 

注: 802.11n は唯一の仕様です 40 メガヘルツワイド チャネルを許可する。 ステップ 2.の
802.11n をサポートする無線モードを選択した場合その時だけステップ 3 および 4 は適
当です。
 

ステップ 3.チャネル帯域幅 ドロップダウン リストから無線のためのチャネル帯域幅を選択
して下さい。 
 



 
オプションは次の通り記述されています:
 

• 20 MHz — 20 MHz チャネルにチャネル帯域幅の使用を制限します。
 
• 20/40 MHz —周波数領域で隣接 する 2 つの 20 MHz チャネルで構成されています。
 

注: 20 MHz が選択される場合、プライマリ チャネルおよびチャネル フィールドを設定す
るオプションは利用できません。 ステップ 6.にスキップして下さい。
 

ステップ 4 プライマリ チャネル ドロップダウン リストから、プライマリように設定 する
ためにチャネルを選択して下さい。 プライマリ チャネルは 20/40 MHz チャネルだけをサポ
ートするデバイスのために使用されます。 
 

 
利用可能なオプションは次の通り記述されています:
 

• 上部—プライマリ チャネルとして上部 20 MHz チャネルを設定 します。
 
• 下部の—プライマリ チャネルとして下部のを 20 MHz チャネル 設定 します。
 

注: チャネル帯域幅 フィールドが 20 MHz として残されるか、またはチャネル フィール
ドが自動として残されれば Web UI はドロップダウン プライマリ チャネルを無効に しま
す。
 

ステップ 5.無線がチャネル ドロップダウン リストから送受信するのに使用する無線周波ス
ペクトルの部分を選択して下さい。 
 



 
注: 自動が選択される場合、WAP は利用可能なチャネルをスキャンし、最少トラフィック
が検出されるチャネルを選択します。
 
ステップ 6.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 
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