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WAP571 または WAP571E の設定高度電波 設定 
目標
 
通信がファースト、輻輳なしである使用され、場合もある、および望ましいネットワーク設定に
合わせてように電波 設定がワイヤレス ラジオのアンテナを設定するのにのプロパティ ワイヤレ
スアクセスポイント（WAP）。 この設定は WAP が他の WAPs によって囲まれる、チャンネル
モードおよび周波数のような設定はスムーズな通信を実現させるために変更される必要がありま
す状況で有用であり。 近似性の多重 WAPs が同じ 周波数かチャネルでブロードキャストする場
合、パフォーマンスを大幅に低下させる送信されたデータは破損するまたは取り消されるように
なることができます。 
 
この技術情報は WAP571 または WAP571E の高度電波 設定を行う方法を説明します。 
 
注: WAP の基本的な電波 設定を行いたいと思う場合手順のためにここをクリックして下さい。
  
適当なデバイス
 

WAP500 シリーズ— WAP571、WAP571E
  

[Software Version]
 

1.0.0.15
  

設定高度電波 設定
 
ステップ 1.アクセス ポイント Webベース ユーティリティへのログインはそれから > Radio を『
Wireless』 を選択 します。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5084


●

●

無線 1 （5 GHz） —より速くしかしより短い範囲を持っています
無線 2 （2.4 GHz） —より古いデバイスとより互換性があるより広い範囲を持ち、
 

ステップ 3.それを有効に するために基本的な設定領域の Radio チェックボックスをクリックして
下さい。 注: 電波 設定はデフォルトでチェックされます
 

ステップ 4. 『Radio』 を選択 されるの設定を行うために設定を『Advanced』 をクリック して下
さい。
 

 

呼び出します。 インターフェイス エリアごとの電波 設定から、設定したいと思う無線をクリッ
クして下さい。
 



ステップ 5. （オプションの）は DFS サポート ドロップダウン リストから有効に（）選択しまし
たりまたは（）この機能を無効に します。 ダイナミック 周波数選択（DFS）は自動的に最も低
い干渉を用いるチャネル 周波数を選択します。 デフォルトはオンになっています。 注: ドロップ
ダウン DFS サポートは無線 1 （5 GHz）を設定する場合その時だけ利用できます。
 

ステップ 6. （オプションの）はショート 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 リストからオプションを選択します。 ガード間隔は干渉を防ぐ、WAP が伝達の間で待っ
ている時間数です。 ガード間隔は 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。 注: このオプションは基本的な設定エリアのモード ドロップダウン リストからの 802.11n が
含まれているモードを選択した場合その時だけ利用できます。
 

次のオプションから選択できます:
 



ステップ 7.保護 ドロップダウン リストからオプションを選択して下さい。 記憶保護機構は
802.11 伝達によりレガシー ステーションまたはアプリケーションの干渉を引き起こさないこと
を保証するルールが含まれています。
 

次のオプションから選択できます:
 

ステップ 8 ビーコン 間隔 フィールドでは、ビーコンフレーム 伝達間のミリ秒に間隔値を入力し
て下さい。 ビーコンフレームは無線ネットワークのプロシージャをアナウンスします。 値は 20
から 2000 ミリ秒の間にである必要があります。 デフォルトの動作は 100 ミリ秒毎にビーコンフ
レームを一度送信 することです。 それは不適切に設定されたビーコン 間隔が接続することがク
ライアントを引き起こす場合があるので強く推奨されていますこの値を維持するために。
 

ステップ 9： DTIM 期間フィールドでは、配信トラフィック情報マップ（DTIM）期間を規定 する
ために 1 から 255 のビーコンに整数を入力して下さい。 DTIM 期間はどの位の割りで、ビーコン
フレームの点では、WAP デバイスによって機能されるクライアントがまだ積み込みを待つバッフ
ァー内のデータがあるように確認する必要があるか示します。 規定 するクライアントは各第 2
ビーコンフレームの WAP デバイスのバッファリングされたデータがあるように確認することデ
フォルト値は 2 です。
 
ステップ 10： 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されるパケ
ットのためのサイズ制限を規定 するために 256 のおよび 2346 バイト間の偶数を入力して下さい
。 パケットがフラグメンテーション しきい値を超過する場合、フラグメンテーション 機能はア
クティブになり、パケットは複数の 802.11 帯として送信 されます。 デフォルトで、フラグメン
テーションは 2346 バイトのしきい値に消えています。 フラグメンテーションは無線 妨害を経験
しなければ推奨されません。
 

はい—またショート ガード インターバルをサポートするクライアントと通信するとき 400
ナノ秒毎にに送信時間を減らします。 これは省略時のオプションです。

●

非 800 ナノ秒毎にに送信時間を保存します。●

自動—レガシー デバイスが WAP デバイスの範囲の内にあるとき保護を有効に します。 これ
は省略時のオプションです。

●

以外記憶保護機構を無効に します。●



ステップ 11： RTS しきい値 フィールドでは、Request To Send （RTS） 閾値を規定 するため
に 0 と 2347 間の整数を入力して下さい。 デフォルトは 2346 です。 衝突により高い帯域幅の使
用量および速い回復またはネットワークの干渉という結果に終る閾値はパケットをより頻繁に送
信します。 衝突により低い帯域幅の使用量およびより長い回復時間またはネットワークの干渉と
いう結果に終る閾値はパケットを頻繁により少し送信します。
 
ステップ 12：  最大関連する Clients フィールドでは、WAP に同時に接続できるクライアントの
最大数を入力して下さい。 範囲は 0 から 200、200 にデフォルトで設定 されます。
 
ステップ 13： 送信 電力 ドロップダウン リストで、WAP が使用する送信 電力のパーセントを選
択して下さいブロードキャストした場合。 高いパーセントは WAP に最も広い範囲を与え、こう
して少数のアクセス ポイントを同じエリアをカバーするように要求するので、より費用有効です
。 低いパーセントはデバイスをで互いに密接、他の WAPs の中のオーバーラップおよび干渉減
ります必要としますが。 デフォルト値は 100% です。
 

ステップ 14： フレーム バースト サポート ドロップダウン リストで、またはこの機能を有効に
するために無効に するか、または選択して下さい。 この機能を有効に することは無線が時間の
短期間のための一連の帯を相次いで送信 するようにすぐにするのでダウンストリーム スループッ
トを増加するかもしれません。
 

ステップ 15： 固定マルチキャスト 比率 ドロップダウン リストで、ブロードキャストおよびマル
チキャスト パケットのための Mbps の伝送速度を選択して下さい。 有効値の範囲は基本的な設定
エリアの無線モードによって判別されます。 自動を選択することは WAP が接続されたクライア
ントに基づいて最優遇料率を選択するように自動的にします。
 

ステップ 16： レガシー 比率セット表では、サポートされたおよび基本レート セットを判別する
ために入手可能 価格の下でチェックボックスをチェックして下さい。 サポートされているレート
セットは基本レート セットは他のデバイスが付いている通信を設定するために WAP がネットワ
ークにアドバタイズするレートであるが、WAP がサポートするレートを示します。 それは WAP
ブロードキャストを持つことはより効率的サポートされているレートのサブセットです。 レート
は Mbps にあります。
 



注: 比率を基本として選択するために、それはまたサポートされるように選択する必要があります
。 ステップ 17： （オプションの）ネットワークを渡って送信されるパケットの数を制限したい
と思う場合ブロードキャスト/チェックボックスを制限するマルチキャスト 比率をチェックして下
さい。 デフォルトで、この機能は無効になっています。 この機能を有効に したいと思わない場
合ステップ 19 にスキップして下さい。
 

ステップ 18： 制限するブロードキャスト/マルチキャスト 比率を有効に した場合（オプションの
）レートリミットおよびレートリミット バースト フィールドは利用可能になります。 各フィー
ルドの適切な値で入力して下さい。
 

フィールドはと定義されます:
 

ステップ 19： TSPEC モード ドロップダウン リストで、WAP におけるトラフィック 仕様
（TSPEC）モードを選択して下さい。 TSPEC はサービス品質（QoS）から- WAP からのある程
度のトラフィックを要求している可能なクライアント送信 されます。 『ON』 を選択 すること
は TSPEC を有効に し、WAP は QoS デバイスからのトラフィックを処理します。 無効を離れて
TSPEC および QoS デバイスは優先順位を与えられません。
 

ステップ 20： TSPEC 音声 ACM モード ドロップダウン リストで、モードを選択して下さい音
声アクセス カテゴリのための必須アドミッション制御（ACM）を調整する。 『ON』 を選択 す
ることはステーションが WAP に音声トラフィック ストリームをことを送信 するか、または受け
取る前に帯域幅のための TSPEC 要求を送信 する必要があることを意味します。 TSPEC 要求な
しで音声トラフィックを送信 し、受信する割り当てステーションを離れて。 これは WAP が音声
トラフィックのための帯域幅の利用をコントロールするようにします。
 

ステップ 21： TSPEC 音声 ACM Limit フィールドでは、WAP がアクセス権を得るために音声

レートリミット—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ためのレートリミ
ット。 この比率は毎秒パケットに表現されます。 範囲は 1 から 50 であり、デフォルトは
50 です。

●

バーストされるレートリミット—上の最大レートを超過してもテンポラリーバーストとして
渡ることができるトラフィック量を示します。 範囲は 1 から 75 であり、デフォルトは 75
です。

●



AC のワイヤレスを通して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。 範
囲は 0%から 70%であり、デフォルトは 20%です。
 

ステップ 22： TSPEC ビデオ ACM モード ドロップダウン リストで、モードを選択して下さい
ビデオ アクセス カテゴリのための必須アドミッション制御（ACM）を調整する。 『ON』 を選
択 することはステーションが WAP にビデオトラフィック ストリームをことを送信 するか、ま
たは受け取る前に帯域幅のための TSPEC 要求を送信 する必要があることを意味します。
TSPEC 要求なしでビデオトラフィックを送信 し、受信する割り当てステーションを離れて。 こ
れは WAP がビデオトラフィックのための帯域幅の利用をコントロールするようにします。
 
ステップ 23： TSPEC ビデオ ACM Limit フィールドでは、WAP がアクセス権を得るためにビデ
オ アドミッション制御が付いているワイヤレスを通して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。 範囲は 0%から 70%であり、デフォルトは 15%です。
 
ステップ 24： TSPEC AP Inactivity タイムアウト フィールドでは、それを削除する前にアイドル
状態としてダウンリンク トラフィック 仕様を検出するために WAP のための秒に値を入力して下
さい。 範囲は 0 から 120 秒であり、デフォルトは 30 です。 0 を入力してこの機能を無効に し
ます。
 
ステップ 25： TSPEC ステーション Inactivity タイムアウト フィールドでは、それを削除する前
にアイドル状態としてアップリンク トラフィック 仕様を検出するために WAP デバイスのための
秒数に入って下さい。 範囲は 0 から 120 秒であり、デフォルトは 30 です。 0 を入力してこの機
能を無効に します。
 
ステップ 26： TSPEC レガシー WMM キュー マップ モード ドロップダウン リストで、（）有効
に するためにまたは（） ACM として動作するキューのレガシー トラフィックの混合を無効に
するためにかどうか選択して下さい。 デフォルトで、この機能は無効になっています。
 

ステップ 27： [Save] をクリックします。 ステップ 28： ポップアップ ウィンドウは無線接続が
切断されるかもしれないこと警告を現われます。 [OK] をクリックして、次に進みます。
 



今うまく WAP571 または WAP571E の高度電波 設定を行う必要があります。
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