
WAP551 および WAP561 アクセス ポイントの
ワイヤレス配分 組織（WDS）ブリッジ設定 

目標
 

この技術情報は WAP551 および WAP561 アクセス ポイントの WDS ブリッジを設定する
方法を説明します。 ワイヤレス配分 組織（WDS）ブリッジはワイヤレス メディアを使用
して互いに交信することをアクセス ポイントが可能にします。 これは、それから、WAPs
に接続されるワイヤレス デバイスまたはクライアントのシームレス ローミングを可能にし
ます。 多重 WAPs は WDS によって接続することができます。 
 
WAP551 か WAP561 はポイント・モード アクセス ポイント、ポイント マルチポイント間
ブリッジ、またはリピータへの一点として設定することができます。 ポイントツーポイン
ト モードでは、単一 WAP デバイスはネットワークのクライアントおよび他のリピータか
らの接続を許可します。 ポイント マルチポイント間 ブリッジモードでは、単一 WAP デバ
イスは多くのアクセス ポイント間の中央リンクとして動作します。 WAP デバイスはまた
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るリピータとして機能できます
。
 
設定は WAP551 および WAP561 のためにわずかに異なります。 これは WAP551 に 1 つだ
けがあるが WAP561 に 2 つの無線インターフェイスがあるという理由によります。 設定の
変化は下記です。
  

適当なデバイス
 

• WAP551 
• WAP561
  

[Software Version]
 

• 1.0.4.2
  

ワイヤレス配分 組織 設定
 

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無線、IEEE802.11
モード、チャネル帯域幅およびチャネル（推奨されないオーディオ）の同じ設定を持たなけ
ればなりません。 詳細については電波 設定をチェックして下さい。 これは WAP551 およ
び WAP561 両方に適用します。 そうするまだ基本的な電波 設定および必要を設定していな
い場合 WAP551/WAP561 の技術情報電波 設定を参照して下さい。
 
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:
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html


 
呼び出します。 スパニングツリーモードを有効に するために、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。 スパニングツリーモードはル
ープを切り替えることを防ぎます。
 

 
ステップ 3 このステップは WAP561 だけに適当です。 WAP561 は 2 つの無線インターフ
ェイスの間で選択するように要求します。 無線 1 または無線 2オプション・ボタンの 1 つ
をクリックして下さい。 調べるため無線がデバイス チェック 電波 設定で設定される。 設
定する必要があれば電波 設定は WAP551/WAP561 の技術情報電波 設定を示します。
 
注:  WAP551 で、Radio フィールドは最初の画像に見られるように抜けています。 WAP の
MAC アドレスを表示する 2 つのアクセス ポイント間の 1 つの他の相違点はローカル

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html


MACアドレス フィールドが一度だけ、WAP551 のスパニングツリーモード フィールドの下
で、示されていることです。 WAP561 でしかし、それは複数回を示されています。 コンフ
ィギュレーションユーティリティの他は同じを検知 します。 
 

 
ステップ 4 WDS インターフェイスをイネーブルに設定するために Enable チェックボック
スをチェックして下さい。 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
。
 

 
ステップ 5  リモート MAC Address フィールドでは、宛先 アクセス ポイント（WDS ブリ
ッジの反対側のアクセス ポイント）の MAC アドレスを入力して下さい。
 

 
ステップ 6.暗号化 ドロップダウン リストから望ましいオプションを選択して下さい。 この
フィールドは使用することができるかどれが WDS リンクに暗号化の種類を示します。
 

• なし— No encryption は使用されます。 セキュリティについて心配しないし、WPA をサ
ポートしないデバイスを持っていなかったらその時だけこれを使用して下さい。 これが選
択される場合ステップ 7 をスキップして下さい。
 
• 個人的な WPA —ネットワークの各ユーザはパスワードから WPA の使用によって生成さ
れるキーと認証を受けます。 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。 追加する各リモート アクセス アクセス・ポイントのセキュリティ
を設定することを推奨します。
 

 
 
ステップ 7 上記のステップの個人的『WPA』 を選択 したら WDS ID を入力し、現われる
WDS ID およびキー フィールドの WAP の認証のためにキー入力して下さい。 この情報は
ワイヤレス配分 組織に接続するすべての WAP に同じであるはずです。 WDS ID は 2 から
キーが甲革/小文字、数および特殊文字から成っている 8-63 文字長い文字であるかもしれな
い間、32 文字のあらゆる英数字組み合せで構成される場合があります。
 
ステップ 8. （オプションの）は WDS ブリッジにつなぐことを望む他のアクセス ポイント
のためのステップ 3 〜 7 を繰り返します。 利用可能である 4 つの WDS インターフェイス
の 4 つのアクセス ポイントに集計できます。 
 
ステップ 9.ページの一番下にスクロールし、『SAVE』 をクリック して下さい。
  

結論
 
今ネットワークで設定される WDS ブリッジがあるはずです。 詳細を探す場合、次のリンクをク
リックして下さい:
 

接続して下さいワイヤレス配分 組織（WDS）を通して多重アクセスポイントを
設定して下さいワイヤレスアクセスポイント（WAP）のワークグループブリッジを
設定して下さいワイヤレスアクセスポイント（WAP）を使用して無線ネットワークを
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2040-connect-multiple-access-points-together-through-wireless-dis.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5047-configure-workgroup-bridge-on-a-wireless-access-point-wap.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5530-set-up-a-wireless-network-using-a-wireless-access-point-wap.html?dtid=osscdc000283
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