
WAP4410N の設定 APモード 
目標
 

WAP4410N は基づいて別の機能を行うネットワーク トポロジにどこにに置かれるかことが
できます。 基本的なアクセス ポイントとして機能に加えて、WAP はワイヤレス リピータ
ですまたは既存の無線ネットワークを動作することを繋ぐことができます。 SNMP （簡易
ネットワーク管理プロトコル）を使用している場合、WAP はまた不正な AP を検出する、
SNMPトラップを送信するワイヤレス モニタとして機能できます。
 
この資料の目標は WAP4410N の APモードを設定する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• WAP4410N
  

[Software Version]
 

• v2.0.7.8
  

APモードの設定
 

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 APモード > APモ
ードを選択し。 APモード ページは開きます。
 



 
MAC Address フィールドはこの WAP のワイヤレス インターフェイスの MAC アドレスを
表示する。 この 1 に接続するために他の WAPs を設定するときこの情報を使用できます。
 



 
ステップ 2. WAP に操作してほしい APモードに相当して Radio ボタンを選択して下さい。
 



 
利用可能 な オプションは次の通りです:
 

• アクセス ポイント—アクセスポイントモードは無線クライアントがネットワークに接続
するようにする WAP のデフォルトモードです。 またワイヤレス場合がその他のデバイス
によって繰り返すことができるかどうか設定できます。 このオプションを選択する場合、
アクセス ポイント セクションに行って下さい。
 
• ワイヤレス WDS リピータ—このモードでは、WAP は別の WDS （ワイヤレス配分 組織



）アクセス ポイントのワイヤレス場合を奪取 し、繰り返します。 この機能を有効に する
ために、場合を繰り返したいと思うアクセス ポイントの MAC アドレスを必要とします。
このオプションを選択する場合、ワイヤレス WDS リピータ セクションに行って下さい。
 
• このモードのワイヤレス WDS は bridge —この WAP と別の WDS アクセス ポイントの
間で、ワイヤレスブリッジ作成することができます; 無線クライアントはこのモードの
WAP に接続できません。 このオプションは配線されたデバイスがネットワークに無線で
接続するようにします。 このオプションを選択する場合、ワイヤレス WDS ブリッジ セク
ションに行って下さい。
 
• 無線クライアント/リピータ—このオプションを選択することは WAP が既存の無線ネッ
トワークにクライアント/リピータに似合うようにします。 また他の無線クライアントが
この WAP 接続にできるかどうか選択できます。 このオプションを選択する場合、無線ク
ライアント/リピータ セクションに行って下さい。
 
• このモードのワイヤレスは monitor —ワイヤレス モニタとして、不正な AP が検出する
時はいつでも SNMP （簡易ネットワーク管理プロトコル）トラップを送信 する WAP 機
能します。 SNMP を使用していない場合、このモードを使用しないで下さい。 無線クラ
イアントはこのモードの WAP に接続できません。 このオプションを選択する場合、ワイ
ヤレス モニタ セクションに行って下さい。
  

アクセス ポイント
 

ステップ 1： ワイヤレス リピータによって繰り返される WAP のワイヤレス場合がほしい
と思う場合リピータ チェックボックスによって繰り返される割り当てワイヤレス場合をチ
ェックして下さい。
 

 
呼び出します。 リピータ チェックボックスによって繰り返される割り当てワイヤレス シグ
ナルをチェックした場合 MAC 1 でリピータの MAC アドレスを- 3 フィールド挿入して下さ
い。 3 までアドレスで入ることができます。
 

 



ステップ 3. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
ワイヤレス WDS リピータ
 

ステップ 1.場合を MAC フィールドで繰り返すことを望むアクセス ポイントのワイヤレス
MAC アドレスを入力して下さい。 この情報を知らない場合、次のステップに行って下さい;
さもなければ、ステップ 5.にスキップして下さい。
 

 
呼び出します。 アクセス ポイントの MAC アドレスを持たないし、知らない場合、利用可
能 な アクセス ポイントのリストを見るためにサイト調査 ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 3 ポップアップするウィンドウでは、すべての近くアクセス ポイントのリストは
表示する。 各アクセス ポイントにリストされているチャネル、SSID、MAC アドレスおよ
びセキュリティモードがあります。 アクセス ポイントの Radio ボタンをクリックすること
はウィンドウを閉じ、MAC フィールドに APモード ページに MAC アドレスを置きます。
 



 
ステップ 4 探して いる アクセス ポイントが表示する場合、リストをリフレッシュするため
に Refresh ボタンをクリックできますまたはの近くで閉じ、ウィンドウを APモード ページ
に戻りますクリックして下さい。
 

 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
ワイヤレス WDS ブリッジ
 

ステップ 1： MAC 1-4 フィールドでは、ブリッジの反対側でデバイスのワイヤレス MAC
アドレスを入力して下さい。
 



 
ステップ 2. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
無線クライアント/リピータ
 

チェックボックスを関連付けるために他の無線クライアントにチェックすれば割り当てワイ
ヤレス ステーションをこのモードで WAP に間、接続してほしい場合ステップ 1. （オプシ
ョンの）。
 

 
呼び出します。 SSID および MAC フィールドでは、ワイヤレス SSID および場合に加入す



ることを望むアクセス ポイントの MAC アドレスを入力して下さい。 この情報がない場合
、次のステップに行って下さい; さもなければ、ステップ 6.にスキップして下さい。
 

 
ステップ 3 アクセス ポイントの MAC アドレスを持たないし、知らない場合、利用可能 な
アクセス ポイントのリストを見るためにサイト調査 ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 4 ポップアップするウィンドウでは、すべての近くアクセス ポイントのリストは
表示する。 各アクセス ポイントにリストされているチャネル、SSID、MAC アドレスおよ
びセキュリティモードがあります。 アクセス ポイントの Radio ボタンをクリックすること
はウィンドウを閉じ、それぞれフィールドに APモード ページに SSID および MAC アドレ
スを置きます。
 

 
ステップ 5 探して いる アクセス ポイントが表示する場合、リストをリフレッシュするため
に Refresh ボタンをクリックできますまたはの近くで閉じ、ウィンドウを APモード ページ
に戻りますクリックして下さい。
 



 
ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
ワイヤレス モニタ
 

ステップ 1： WAP をセキュリティ無しでアクセス ポイントが不正な AP であると考慮して
もらうように Security チェックボックスをチェックしないで下さい。
 

 
注: これらのオプションが SNMPトラップを生成するので SNMP を使用しなかったらこの
APモードの WAP を実行しないで下さい。 SNMP に関する詳細については、WAP4410N
ワイヤレスN アクセス ポイントの技術情報設定を Simple Network Management
Protocol（SNMP）参照して下さい。
 
呼び出します。 WAP を可能な AP リストのアクセス ポイントがない不正な AP であると考
慮してもらうためにない可能な AP リストでチェックして下さい。

ukp.aspx?vw=1&articleid=1030


 
ステップ 3 可能な AP リストを編集するために、定義可能な AP ボタンをクリックして下さ
い。 リストからアクセス ポイントを追加するか、または削除したいと思わない場合ステッ
プ 8.にスキップして下さい。
 

 
ステップ 4 可能な AP ウィンドウは可能な AP リストを表示します。 AP をリストに追加す
るために、MAC アドレスを AP MAC Address フィールドに入力し、そして『Add』 をクリ
ック して下さい。
 

 
ステップ 5 また OUI （構成上固有の識別番号）の使用によってリストへのアクセス ポイン
トを追加できます。 OUI はデバイス 製造業者か組織を識別する 24 ビット数です; それは一
般的に MAC アドレスの最初の 3 バイトです。 アクセス ポイントの OUI を AP OUI フィー
ルドで入力し、そして『Add』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 6 アクセス ポイントをリストから削除するために、それを選択し、『Delete』 を
クリック して下さい。
 

 
ステップ 7.リストをリフレッシュするために『Refresh』 をクリック するかまたはの近く
で閉じ、ウィンドウを APモード ページに戻りますクリックして下さい。
 



 
ステップ 8. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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