
WAP551 および WAP561 アクセス ポイントの
ワークグループブリッジ 設定 

目標
 

この技術情報は WAP551 および WAP561 アクセス ポイントのワークグループブリッジを
設定する方法を説明します。
 
ワークグループブリッジ 機能はワークグループブリッジ モードと接続される Wireless LAN
とリモートクライアント間のトラフィックをブリッジすることをワイヤレスアクセスポイン
ト（WAP）が可能にします。 リモートインターフェイスと関連付けられる WAP デバイス
はアクセス ポイント インターフェイスとして知られ、Wireless LAN と関連付けられる 1 つ
はインフラストラクチャ インターフェイスと呼ばれます。 この機能は WDS 機能が
WAP551 および WAP 561 のための好まれたブリッジ ソリューションであるので WDS 機
能が使用して可能性のあるのとき使用されるために推奨されます。 ワークグループブリッ
ジ 機能が有効に なるとき、WDS ブリッジ 機能は動作しません。 WDS ブリッジがどのよ
うに設定されるか見るために WAP551 および WAP561 アクセス ポイントの技術情報ワイ
ヤレス配分組織（WDS）ブリッジ設定を調べて下さい。
  

適当なデバイス
 

• WAP551 
• WAP561
  

 [Software Version]
 

• v1.0.4.2
  

設定 ワークグループブリッジ
 

注: ワークグループブリッジ クラスタ処理を有効に できます WAP で有効に する必要があ
ります。 それがそれからクラスタ処理を有効に する一点設定を無効に する必要それから無
効に なれば。 ワークグループブリッジに加わるすべての WAP 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（推奨されないオーディオ）のよくある設
定を備えなければなりません。  すべてのデバイスのこれらの設定を確認するために同じで
調べます電波 設定をであって下さい。 これらの設定を行うために 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 > ワークグループ
ブリッジ 『Wireless』 を選択 し。 ワークグループブリッジ ページは開きます:
 



 
呼び出します。 ワークグループブリッジ Mode フィールドでは、ワークグループブリッジ
機能を有効に するためにイネーブルをチェックして下さい。
 

 



ステップ 3 このステップは WAP561 のためにだけ必要とされます。 無線インターフェイス
の 1 つを選択するために Radio1 か無線 2オプション・ボタンをクリックして下さい。 1 つ
の無線インターフェイスだけある WAP551 のためのこのステップを無視して下さい。 調べ
るためどんなパラメータが電波 設定を調べるかと無線が設定されるおよび。 これらの設定
を行うために WAP551/WAP561 の技術情報電波 設定を参照して下さい。 
 
ステップ 4 SSID フィールドでは、インフラストラクチャ クライアントインターフェイスま
たはアップストリーム Access Point （AP）のサービス セット ID（SSID）名前を入力して
下さい。 
 

 
 
ヒント： また同じような隣接 SSID のためにスキャンするために SSID フィールドの側の 
Arrow アイコンをクリックできます。 これは AP 検出が不正な AP 検出（デフォルトで無効
に なります）で有効に なるときだけ有効に なります。 不正な AP 検知を有効にするために
 WAP561 および WAP551 の技術情報悪党 Access Point （AP） 検出を参照して下さい。
 

 
ステップ 5.インフラストラクチャ クライアントインターフェイス セクションの Security フ
ィールドのドロップダウン リストからのアップストリーム WAP デバイス（インフラスト
ラクチャ クライアントインターフェイス）のクライアント ステーションとして認証するた
めにセキュリティの種類を選択して下さい。 可能性のある選択は下記に与えられます。
 

• なし—またはセキュリティ開かないで下さい。 これがデフォルト値です。 これを選択し
たら設定 VLAN ID およびアクセス ポイント インターフェイス セクションにスキップして
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、64 の to128 ビット 長さ
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ノードで使用する必要があり
ます。
 
• 個人的な WPA —個人的な WPA はより進められて WEP と比較されて、長さ 8 から 63
文字のキーをサポートできます。 暗号化方法は WPA2 の WPA および高度暗号化規格
（AES）のための RC4 です。 WPA2 はより強力な暗号化規格があるので推奨されます。
 
• WPA エンタープライズ— WPA エンタープライズは最先端および推奨されるセキュリテ
ィです。 それは WAP の下の各無線ユーザが AES 暗号化規格をサポートできる個々のユ
ーザ名 および パスワードと許可される Protected Extensible Authentication Protocol



（PEAP）を使用します。 それはまた追加証明書をアクセス権を得るために提供するまた
各ユーザ必要性 PEAP に加えて Transport Layer Security （TLS）を使用します。 暗号化
方法は WPA2 の WPA および高度暗号化規格（AES）のための RC4 です。
 

注: どんなで IEEE 802.11 モードが選択されるか基づいて、上記のオプションのアベイラビ
リティは変わるかもしれません。
 
ステップ 6.どのでオプションをステップ 5 で選択したか基づくオプション リンクの 1 つを
クリックし、適切なプロシージャに従って下さい。 『None』 を選択 した場合のこれらの
手順設定する必要はありません。 
 

 
ステップ 7 VLAN ID フィールドでは、インフラストラクチャ クライアントインターフェイ
スのための VLAN ID を入力して下さい。
 
ステップ 8 Status フィールドでは、アクセス ポイント インターフェイスのブリッジを有効
に するためにイネーブルをチェックして下さい。
 
ステップ 9： SSID フィールドでは、アクセス ポイント インターフェイスのサービス セッ
ト ID（SSID）名前を入力して下さい。
 
ダウンストリーム SSID （アクセス ポイント インターフェイス SSID）にブロードキャスト
されてほしい場合ステップ 10. （オプションの）は SSID ブロードキャスト フィールドの
有効をチェックします。 デフォルトでは有効になっています。
 
ステップ 11.セキュリティ ドロップダウン リストからの WAP デバイス（アクセス ポイン
ト インターフェイス）にダウンストリーム クライアント ステーションを認証するためにセ
キュリティの種類を選択して下さい。 有効値は次のとおりです:



• なし—またはセキュリティ開かないで下さい。 これがデフォルト値です。 これを選択す
る場合ステップ 12 からステップ 15 をスキップして下さい。 ステップ 16 に跳んで下さい
。
 
• スタティックWEP —スタティックWEP は最小セキュリティで、64 の to128 ビット 長さ
の 4 つまでのキーをサポートできます。 設定 スタティックWEP セクションに続いて下さ
い。 ステップ 16 にスキップして下さい。
 
• 個人的な WPA —個人的な WPA はより進められて WEP と比較されて、長さ 8 から 63
文字のキーをサポートできます。 暗号化方法はブロック・チェーン Message
Authentication Code プロトコル（CCMP）の Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）ま
たはカウンター暗号モードです。 CCMP の WPA2 はより強力な暗号化規格があるので、
64 ビット RC4 規格だけ使用する TKIP と比較される高度暗号化規格（AES）推奨されま
す。
 

 
タイムセーバ: ステップ 11.の個人的『WPA』 を選択 したときだけステップ 12 からステッ
プ 15 を遂行して下さい。
 
ステップ 12.Check はバージョンを『WPA』 を選択 するためにボックスを割り当てます。
持っています別の WPA バージョンを異なる WAP クライアントの WPA および WAP2 を両
方選択することができます。
 
ステップ 13： 暗号スイートを選択するために適切なボックスでチェックして下さい。
TKIP および CCMP（AES）を両方選択します。
 
ステップ 14： Key フィールドで共用 WPA 鍵を入力して下さい。 キーは英数字、大文字と
小文字および特殊文字を含むかもしれません。
 
ステップ 15： ブロードキャスト キー リフレッシュ レート フィールドで望ましいキー リフ
レッシュ 間隔を入力して下さい。 これは Group 鍵がすべての WAP クライアントのために
リフレッシュする必要がある間隔です。  
 
ステップ 16： フィルタリングする MAC の種類を MAC フィルタリング ドロップダウン リ



ストからのアクセス ポイント インターフェイスのために設定したいです選択して下さい。
有効に されたとき、ユーザは許可されますまたは WAP への拒否されたアクセス権は使用
するクライアントの MAC アドレスに基づいています。 有効値は次のとおりです:
 

• 無効—すべてのクライアントはアップストリーム ネットワークにアクセスできます。 こ
れがデフォルト値です。
 
• ローカル—アップストリーム ネットワークにアクセスできるクライアントのセットはロ
ーカルで定義された MAC アドレス リストで規定 されるクライアントに制限 されます。
 
• radius —アップストリーム ネットワークにアクセスできるクライアントのセットは
RADIUSサーバの MAC アドレス リストで規定 されるクライアントに制限 されます。
 

ステップ 17： VLAN ID フィールドでは、アクセス ポイント クライアントインターフェイ
スのための VLAN ID を入力して下さい。
 
注: パケットのブリッジを許可するために、アクセス ポイント インターフェイスおよび配
線されたインターフェイスのための VLAN構成はインフラストラクチャ クライアントイン
ターフェイスのそれを一致する必要があります。
 
ステップ 18： [Save] をクリックして、設定を保存します。
  

スタティックWEP を設定して下さい
 

認証セキュリティ型でスタティックWEP を設定することを選択した場合次のステップを遂
行して下さい。
 

 
ステップ 1：  スタティックWEP を選択するときいくつかの追加フィールドは現われます。
Transfer 鍵インデックス フィールドのドロップダウン リストから、キー インデックスを選



択して下さい。 使用可能な値は 1,2,3 および 4.です。 デフォルト値は 1 です。 キー イン
デックスは別の WLAN のために異なっています。 pirticular WLAN に接続されるデバイスは
同じキー インデックスを備えなければなりません。 このキーが通信のデータを暗号化する
のに使用されています。
 
呼び出します。 変調長さフィールドで、64 ビット無線かボタンまたは 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 3. ASCII Radio ボタンをクリックすればキーを選択する Hexオプション・ボタン
はキー Type フィールドを打ち込みます。 WEPキーは hex に通常あります。
 

 
ステップ 4. 1,2,3 として、および WEPキー フィールドの下で 4 つをマークされる次の 4 つ
のフィールドで 4 つまでの WEPキー入力して下さい。 これはキーとして入力されるストリ
ングです。 キーの長さはキーの長さおよび型で変わります。 必須長さは WEPキー フィー
ルドの側で示されます。 WEPキー ストリングはすべての WAP ノードで（AP およびクラ
イアント）一致する、同じフィールドの場所である必要があります。 これはストリング 1
が 1 つのデバイスに付きキー 1 つなら、ストリング 1 ワークグループブリッジの他のデバ
イスのキー 1 である必要があります意味しますまた。
 
設定と続くためにここをクリックして下さい。
  

個人的な WPA を設定して下さい
 

個人的な認証セキュリティ型で WPA を設定することを選択した場合次のステップを遂行し
て下さい。
 



 
ステップ 1： WPA のバージョンを選択するために WPA か WPA2 をチェックして下さい。
通常 WPA は WAPs のどれもサポート WPA2 を含まなかったときだけ選択されます。 さも
なければ WPA 2 は推奨されます。 
 
ステップ 2. Key フィールドで共用 WPA 鍵を入力して下さい。 キーは英数字、大文字と小
文字および特殊文字を含むかもしれません。
 
設定と続くためにここをクリックして下さい。
  

WPA エンタープライズを設定して下さい
 

認証セキュリティ型で WPA エンタープライズを設定することを選択した場合次のステップ
を遂行して下さい。
 

 
ステップ 1： エンタープライズを『WPA』 を選択 した場合、WPA のバージョンを選択す
るために WPA か WPA2 をチェックして下さい。 通常 WPA はブリッジ システム 支援
WPA2 の WAPs のときだけどれも選択されません。 WPA 2 は高度およびより推奨される
ものです。
 
ステップ 2. 2 つの EAP メソッドの間で選択するために appropriate オプション・ ボタンを



クリックして下さい。 
 

• PEAP —保護された EAP。 それは TLS に頼りますが、各クライアントのデジタル証明
書のインストールを避けます。 その代りそれはユーザ名 および パスワードによって認証
を提供します。 ステップ 3 からステップ 5.を遂行して下さい。
 
• TLS —デジタル証明書の交換による認証。 ステップ 3 からステップ 7.を遂行するように
要求します。
 

 
ステップ 3.どのに関係なく方式をステップ 1 で選択したか、Username フィールドでユー
ザー名を入力して下さい。
 
ステップ 4.どのに関係なく方式をステップ 1 で選択したか、Password フィールドでパスワ
ードを入力して下さい。
 
ステップ 5 『PEAP』 を選択 したら 設定と続くためにここをクリックして下さい。 TLS を
選択したらステップ 6.に行って下さい。
 



 
ステップ 6 TLS を選択した場合、2 転送モードの間で TLS 認証のための証明書ファイルを
ダウンロードすることを選択するように HTTP か TFTP Radio ボタンをクリックして下さ
い。
 

• HTTP — Webサーバによってまたは PC からダウンロードして下さい。
 

 
 
– 『File』 を選択 して下さい—証明書ファイルを選択するためにクリックして下さい。
それは拡張 .pem、.pfx 等を用いる認証タイプ ファイルでなければなりません。 さもな
ければファイル アップロードは不成功です。
 

• tftp —ファイル サーバからのダウンロード。 ステップを遂行する必要。
 

 
 



– filename — Filename フィールドで証明書ファイルの名前を入力して下さい。
 
– TFTPサーバ IPv4 は address — TFTPサーバの IP アドレスを入力します。
 

注: 証明書ファイル・トランスファー フィールドは WAP で現在の証明書がある認証満了満
了日フィールドは現在の証明書の満了日を表示しますかどうか示し。
 
ステップ 7. 『Upload』 をクリック して下さい。
 
設定と続くためにここをクリックして下さい。
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