
●

●

●

WAP551 か WAP561 アクセス ポイントの設定
ワイヤレス電波 設定 

目標
 

無線は無線ネットワークを作成することワイヤレスアクセスポイント（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、デバイスが送信する場合
を判別します。 WAP の周波数を変更することは WAP が他のワイヤレス場合から干渉し、
干渉を受け取ることを防ぐことで役立ちます。 多くの場合、無線ルータの設定と同じが、
またシームレス ワイヤレス接続のためのネットワークに他のアクセス ポイントがある、
WAP の設定のための必要あります。 ワイヤレスアクセスポイントを配置する前に無線ルー
タのワイヤレス設定をチェックして下さい。
 
この技術情報は WAP551 か WAP561 アクセス ポイントの基本的な電波 設定を行う方法の
ステップを説明することを向けます。
  

適当なデバイス
 

WAP551
WAP561
  

[Software Version]
 

1.0.4.4 — WAP551、WAP561
  

設定 ワイヤレス 電波 設定
 

ステップ 1.アクセス ポイントの Webベース ユーティリティへのログインは > Radio を『
Wireless』 を選択 し。
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ステップ 2 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 は待つことを必要とするタイムインターバルを
入力して下さい（秒で）。 値は 0 が無効を意味する 0 から 900 秒である場合もあります。
デフォルト値は 300 です。
 
注: この例では、500 は入ります。
 

 
ステップ 3 インターフェイス領域ごとの電波 設定では、Radio Frequency（RF）そのに設
定される必要がある対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 
注: この機能は WAP561 だけで利用できます。 この例では、無線 1 は選択されます。
 

 
ステップ 4 基本的な設定領域では、無線インターフェイスをアクティブにするために 
Enable チェックボックスをチェックして下さい。 これはデフォルトでチェックされません
。
 
注: MAC アドレスはです無線インターフェイスの MAC アドレス示します。
 

 
ステップ 5.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。 オプ
ションは次のとおりです:
 

802.11a —このオプションは WAP に接続するためにワイヤレスをサポートするデバイ
スだけを可能にします。 ワイヤレス デバイスはこのモードが選択されるとき 54 Mbps
帯域幅の最大を得ます。
802.11b/g —このオプションは WAP に接続するためにワイヤレスG およびワイヤレス
B をサポートするデバイスだけを可能にします。 ワイヤレスB デバイスはワイヤレスG
デバイスは 54 Mbps の最大を得るが、11 Mbps 帯域幅の最大を得ます。 このオプショ
ンは 2.4 GHz 周波数で動作します。
802.11a/n —このオプションは WAP に接続するためにワイヤレスおよびワイヤレスN
をサポートするデバイスだけを可能にします。 それは 5 GHz 周波数を操作し、150
Mbps まで帯域幅を処理できます。
802.11b/g/n —このオプションは WAP に接続するためにワイヤレス B、G および N を



●

●

●

●

●

●

サポートするデバイスだけを可能にします。
5 GHz 802.11n —このオプションは WAP に接続するために 5GHz 周波数で動作するワ
イヤレスN をサポートするデバイスだけを可能にします。 最もよい結果に関しては、1
台がまだ装備されていない場合コンピュータのワイヤレスN アダプタを使用して下さい
。
2.4 GHz 802.11n —このオプションは WAP に接続するために 2.4 GHz 周波数で動作す
るワイヤレスN をサポートするデバイスだけを可能にします。
 

注: この例では、2.4 GHz 802.11n は選択されます。
 

 
ステップ 6.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。 オプションは次のとおりです:
 

20 MHz —このオプションは 20 MHz チャネルにチャネルの使用を制限します。
20/40 MHz —このオプションは周波数領域で隣接 する 2 つの 20 MHz チャネルで構成
されています。
 

注: この例では、20 MHz は選択されます。
 

 
ステップ 7 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。 オプションは次のとおりです:
 

上部—オプションが設定上部 20 MHz チャネル プライマリ チャネルとしてこの。
下部の—オプションが設定下部の 20 MHz チャネル プライマリ チャネルとしてこの。
 



注: この例では、プライマリ チャネルは下がるためにチャネル帯域幅が 20 MHz に設定 さ
れるので自動的に設定 されます。
 

 
注: プライマリ チャネル ドロップダウン リストは自動的にチャネル帯域幅が 20 MHz に設
定 される場合無効に なります。
 
ステップ 8.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
ペクトルの範囲を選択して下さい。 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 9.設定を保つために『SAVE』 をクリック して下さい。
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今ワイヤレスアクセスポイントの基本的なワイヤレス設定を行う必要があります。
 
設定高度電波 設定
 
ステップ 1. Option 形式をショート ガード インターバルによってサポートされるドロップ
ダウン リスト選択して下さい。 これはシンボル 伝達間の間隔です。 それはシンボル間お
よびキャリア間 干渉（ISI、ICI）を防ぎます。 ショート ガード インターバルは 10%までス
ループットを増加するために短くすることができます。 オプションは次のとおりです:
 

はい—このオプションは 400 ナノ秒のガード間隔でクライアントと通信するとき WAP
送信データを可能にします。
非このオプションは 800 ナノ秒のガード間隔で WAP 送信データを可能にします。
 

注: この例では、はい選択されます。
 

 
ステップ 2.設定 する 保護 ドロップダウン リストから保護を選択して下さい。 オプション
は次のとおりです:
 

自動—このオプションはレガシー デバイスが WAP の範囲の内にあるとき干渉を防ぎま
す。
以外このオプションは無線クライアントを 802.11n 干渉に攻撃を受けやすい状態のまま
にする機能を無効に します。
 

注: この例では、自動は選択されます。
 



 
ステップ 3 ビーコン 間隔 フィールドでは、ビーコン 伝達間の間隔を入力して下さい。 ビ
ーコン名声は無線ネットワークの存在を知らせるために定期的に送信されます。 間隔はミ
リ秒に測定されます。
 
注: この例では、ビーコン 間隔は 100 です。
 

 
ステップ 4 DTIM 期間フィールドでは、1 から配信トラフィック情報マップ（DTIM）期間
の間 255 のための数を入力して下さい。 DTIM メッセージはいくつかのビーコンフレーム
に含まれている要素です。 現在低電力モードでスリープの状態である積み込みを待つ WAP
デバイスでバッファリングされるどのクライアント ステーションが、データがあるか示し
ます。 入力する値はどの位の割りでこの WAP デバイスによって機能されるクライアント
が積み込みを待つ WAP デバイスのバッファー内のデータがあるようにまだ確認する必要が
あるか示します。
 

 
注: この例では、使用される DTIM 期間は 2.です。
 
ステップ 5 フラグメンテーション しきい値 フィールドでは、ネットワークに送信すること
ができるバイトでパケットの最大サイズを入力して下さい。 最大サイズより大きいパケッ
トは複数のより小さいパケットとしてフラグメント化し、設定 されます。 フラグメンテー
ションはエクスペリエンス無線 妨害推奨されません。
 
注: デフォルト値は 2346 です。
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ステップ 6 RTS しきい値 フィールドでは、RTC/CTS ハンドシェイクが実行された、MAC
プロトコル データユニット（MPDU）のオクテットの数を示す Request To Send （RTS）
閾値を入力して下さい。 閾値はより多くの帯域幅を消費するパケットをより頻繁に送信し
ます。
 
注: デフォルト値は 65535 です。
 

 
ステップ 7 最大関連する Clients フィールドでは、WAP にいつでも接続することができる
デバイスの最大数を入力して下さい。
 
注: デフォルト値は 200 です。
 

 
ステップ 8.送信 電力 ドロップダウン リストから送信 電力電力レベルの割合値を選択して
下さい。
 
注: デフォルト値は全100% です
 

 
ステップ 9.フレーム バースト サポート ドロップダウン リストからフレーム バースト サポ
ート設定を選択して下さい。 フレーム バースト サポートは一般的に ダウンストリーム 方
向の無線パフォーマンスを改善するために有効に なります。 オプションは次のとおりです:
 

以外このオプションはフレーム バースト サポートが無効に なることを意味します。
オンこのオプションはフレーム バースト サポートが有効に なることを意味します。
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注: この例では、選択されます。
 

 
ステップ 10.固定マルチキャスト 比率 ドロップダウン リストからマルチキャスト トラフィ
ック伝送レート設定を選択して下さい。 デフォルト値はオートです。
 

 
ステップ 11： レガシー 比率セット表の望ましい伝送速度 チェックボックスをチェックし
て下さい。 複数のレートはチェックすることができます。
 

 
ステップ 12： （オプションの）ブロードキャスト/チェックボックスを制限するマルチキャ
スト 比率をチェックし、次にレートリミットおよびレートリミット バースト フィールドで
次の情報を入力して下さい:
 

レートリミット—毎秒パケットでマルチキャストおよびブロードキャストトラフィック
のレートリミットを入力して下さい。
バーストされるレートリミット—毎秒パケットのバーストで送信 することができるト
ラフィックの制限を入力して下さい。
 

注: この例では、レートリミットは 50 であり、レートリミット バーストは 75 です。
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ステップ 13： TSPEC モード ドロップダウン リストからトラフィック 仕様（TSPEC）モ
ードを選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

WAP のオン有効 TSPEC。 TSPEC はサービス品質（QoS）可能なクライアントから送
信 され、WAP からのある程度のネットワーク トラフィックを要求します。 それはネ
ットワークで QoS をサポートするデバイスがあるとき役立ちます。
以外の TSPEC は WAP で有効に なりません。
 

注: この例では、TSPEC モードは消えています。
 

 
ステップ 14： モードを選択して下さい TSPEC 音声 ACM モード ドロップダウン リストか
らの音声アクセス カテゴリのために（ACM）必須アドミッション制御を調整する。
 

オンこのオプションは音声トラフィック ストリームを送信するか、または受け取るこ
とができる前にステーションが WAP に帯域幅のための TSPEC 要求を送信 するように
します。
以外このオプションはステーションが TSPEC 要求なしで音声トラフィックを送信 し、
受信するようにします。
 

注: この例では、TSPEC 音声 ACM モードは消えています。
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ステップ 15： WAP が TSPEC 音声 ACM Limit フィールドでアクセス権を得るために音声
アドミッション制御によって無線で送信することを試みるトラフィックの最大容量を入力し
て下さい。
 
注: この例では、TSPEC 音声 ACM 制限は 20 です。
 

 
ステップ 16： モードを選択して下さい TSPEC 音声 ACM モード ドロップダウン リストか
らのビデオ アクセス カテゴリのための ACM を調整する。 オプションは次のとおりです:
 

オンこのオプションはビデオトラフィックを送信 するか、または受信できる前にステ
ーションが WAP に帯域幅のための TSPEC 要求を送信 するように要求します。
以外このオプションは TSPEC 要求なしで音声トラフィックを送信 し、受信することを
割り当てます。
 

注: この例では、TSPEC ビデオ ACM モードは消えています。
 



 
ステップ 17： WAP が TSPEC ビデオ ACM Limit フィールドでアクセス権を得るためにビ
デオ アドミッション制御によって無線で送信することを試みるトラフィックの最大容量を
入力して下さい。
 
注: この例では、TSPEC ビデオ ACM 制限は 15 です。
 

 
ステップ 18： WAP の前のアイドル状態が TSPEC AP Inactivity タイムアウト フィールド
でそれを削除するようにダウンリンク トラフィック投機を検出するために WAP のための
秒に時間数を入力して下さい。
 
注: この例では、TSPEC AP Inactivity タイムアウトは 30 です。
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ステップ 19： WAP が TSPEC ステーション Inactivity タイムアウト フィールドでそれを削
除する前にアップリンク トラフィック投機を検出するために WAP のための秒に時間数を
のでアイドル状態入力して下さい。
 
注: この例では、TSPEC ステーション Inactivity タイムアウトは 30 です。
 

 
ステップ 20： TSPEC レガシー WMM キュー マップ モード ドロップダウン リストから望
ましいモードを選択して下さい。
 

オンこのオプションはレガシー トラフィックが ACM として動作するキューと混合する
ようにします。
以外このオプションは ACM として動作するキューの混合されたレガシー トラフィック
を無効に します。
 

注: この例では、選択されます。
 



 
ステップ 21： 設定を保つために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
今ワイヤレスアクセスポイントの高度ワイヤレス設定を行う必要があります。
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