
ワイヤレスデバイスの設定

この章では、ワイヤレスデバイスの初期設定、無線設定、WLAN、およびワイヤレスデバイス
の管理の手順について説明します。この章は、以下の内容で構成されています。

• ワイヤレスデバイス概要, 1 ページ

• Cisco 800シリーズ ISRの基本的なワイヤレス設定, 9 ページ

• 無線の設定, 24 ページ

• WLANの設定, 54 ページ

• 無線デバイスの管理, 106 ページ

ワイヤレスデバイス概要
ワイヤレスデバイス（一般にアクセスポイントとして設定されます）は、セキュアでコストが低

く使いやすい無線 LANソリューションを提供します。この無線 LANソリューションは、企業レ
ベルの機能とネットワーク技術者が要求する機動性および柔軟性を兼ね備えています。ワイヤレ

スデバイスは、アクセスポイントとして設定された場合、無線および有線ネットワーク間の接続

ポイントまたはスタンドアロンワイヤレスネットワークのセンターポイントとして機能します。

大規模インストールにおいて、アクセスポイントの無線の範囲内にいる無線ユーザは、シームレ

スで中断のないネットワークアクセスを維持したまま、ファシリティ全体でローミングできま

す。

ワイヤレスデバイスは、Cisco IOSソフトウェアをベースにした管理システムを使用し、Wi-Fi
CERTIFIED™、802.11a、802.11b、802.11gおよび 802.11nに準拠した無線 LANトランシーバとな
ります。

ワイヤレスデバイスのソフトウェアモード

アクセスポイントには自律イメージが付属し、アクセスポイントのフラッシュには回復イメージ

が付属します。デフォルトモードは自律モードですが、Cisco Unified Wirelessモードで動作する
ようにアクセスポイントをアップグレードできます。
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各モードの詳細は次のとおりです。

•自律モード：スタンドアロンネットワークコンフィギュレーションをサポートします。こ
のモードでは、すべてのコンフィギュレーション設定がワイヤレスデバイス上にローカルに

保存されます。各自律デバイスは起動コンフィギュレーションを独自に読み込んでも、ネッ

トワーク上で緊密に動作できます。

• Cisco Unified Wirelessモード：Cisco Unified Wireless LANコントローラと連携して動作しま
す。このモードでは、すべてのコンフィギュレーション情報がコントローラに保存されま

す。Cisco Unified Wireless LANアーキテクチャでは、ワイヤレスデバイスは、Lightweightア
クセスポイントプロトコル（LWAPP）を使用する Lightweightモードで動作します
（Autonomousモードとは対照的）。Lightweightアクセスポイント（ワイヤレスデバイス）
は、コントローラと関連付けられるまでコンフィギュレーションが設定されません。ワイヤ

レスデバイスのコンフィギュレーションは、ネットワークが起動中および実行中にだけ、コ

ントローラから変更できます。コントローラは、ワイヤレスデバイスのコンフィギュレー

ション、ファームウェア、802.1x認証などの制御トランザクションを管理します。すべての
無線トラフィックはコントローラを通じてトンネリングされます。

Cisco Unified Wirelessモードの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/
ps5679/ps6548/prod_white_paper0900aecd804f19e3_ps6305_Products_White_Paper.htmlを参照してくだ
さい。

ワイヤレスデバイスの管理オプション

ワイヤレスデバイスは、ルータ上の Cisco IOSソフトウェアとは別の、独自のバージョンの Cisco
IOSソフトウェアを実行します。いくつかの異なるツールでアクセスポイントを設定および監視
できます。

• Cisco IOSソフトウェア CLI

•簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）

• Webブラウザインターフェイス

CLIおよびWebブラウザツールを同時に使用しないでください。CLIを使用してワイヤレス
デバイスを設定すると、Webブラウザインターフェイスではコンフィギュレーションを正し
く表示できない場合があります。

（注）

ワイヤレスデバイスを無線コンフィギュレーションモードにするには、globalコンフィギュレー
ションモードから interfacedot11radioコマンドを使用します。ネットワークの構成例

これら一般的なワイヤレスネットワーク構成のいずれかにアクセスポイントロールを設定しま

す。デフォルトでは、アクセスポイントは、有線 LANに接続したルートユニットとして、また
は完全なワイヤレスネットワーク内のセントラルユニットとして構成されます。アクセスポイ

ントはブリッジまたはワークグループのブリッジとしても構成できます。これらの役割には特定

の構成が必要になります。次の各ページで例を挙げて説明します。
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ルートアクセスポイント

有線 LANに直接接続されるアクセスポイントは、無線ユーザへの接続ポイントとして機能しま
す。LANに複数のアクセスポイントが接続されている場合、ユーザはネットワークへの接続を維
持したまま、構内のエリアをローミングできます。1つのアクセスポイントの範囲外に移動した
ユーザは、自動的に別のアクセスポイントを経由してネットワークに接続（アソシエート）され

ます。ローミングプロセスはシームレスで、ユーザには意識されません。図 1：有線 LAN上で
ルートユニットとして機能するアクセスポイント, （3ページ）は、有線 LAN上でルートユ
ニットとして機能するアクセスポイントを示しています。

図 1：有線 LAN 上でルートユニットとして機能するアクセスポイント

完全なワイヤレスネットワークでのセントラルユニット

完全なワイヤレスネットワークでは、アクセスポイントはスタンドアロンのルートユニットと

して機能します。アクセスポイントは有線 LANには接続されません。全ステーションをまとめ
てリンクするハブとして機能します。アクセスポイントは通信の中心として機能し、無線ユーザ

の通信範囲を拡張します。図 2：完全なワイヤレスネットワークでセントラルユニットとして機
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能するアクセスポイント, （4ページ）は、完全なワイヤレスネットワークでのアクセスポイ
ントを示しています。

図 2：完全なワイヤレスネットワークでセントラルユニットとして機能するアクセスポイント

Cisco ScanSafe
Ciscoサービス統合型ルータG2（ISRG2）ファミリは、ファイアウォール、侵入防御とVPNを含
む複数のセキュリティサービスを提供します。これらのセキュリティ機能は、Webセキュリティ
のための Cisco ScanSafe、およびハードウェアやクライアントソフトウェアの追加を必要としな
いWebフィルタリングソリューションを使用する Cisco ISR Webセキュリティによって強化され
ました。

Cisco ScanSafeを使用する Cisco ISRWebセキュリティにより、ブランチオフィスでインテリジェ
ントにWebトラフィックをクラウドにリダイレクトし、ユーザWebトラフィックへのきめ細か
なセキュリティと受け入れやすい使用ポリシーを適用できます。このソリューションでは、市場

をリードするWebセキュリティをすぐに展開し、帯域幅、費用、およびリソースを節約しなが
ら、ウイルスなどのWebベースの脅威から簡単にブランチオフィスのユーザを保護できます。

詳細については、『Cisco ISR Web Security with Cisco ScanSafe Solution Guide』を参照してくださ
い。
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イーサネット WAN インターフェイスを使用した TFTP のサポート
Trivial FileTransfer Protocol（TFTP）は、その簡易性から注目すべきファイル転送プロトコルです。
これは一般に、ローカル環境内のマシン間で設定またはブートファイルを自動転送するために使

用されます。

Cisco ISR 819H ISRは、10 Mbpsのデータ転送速度をサポートするイーサネットWANインター
フェイスを使用した TFTPをサポートします。

詳細については、「TFTPダウンロードコマンドの使用」セクションを参照してください。

この機能は、ROMMONバージョン 15.2(2r)T以降のすべての Cisco 819 ISRでサポートされま
す。

（注）

スイッチポートを使用する TFTPダウンロードは Cisco 819HGW SKUでのみサポートされま
す。

（注）

Cisco 819 シリーズ ISR の LED
LEDは、ルータの前面パネルにあります。表 1：Cisco 819シリーズ ISRの 3G LEDの説明, （5
ページ）に、Cisco 819 ISRの 3G LEDについて説明します。

表 1：Cisco 819 シリーズ ISR の 3G LED の説明

説明色LED

FPGAのダウンロードが完了し
ました。

黄色SYS

ROMMONが稼働しています。グリーン（点滅）

IOSが稼働しています。グリーン（点灯）

リセットボタンがブートアッ

プ中に押されました。

グリーン（ブートアップ時に 4
回点滅）

電源投入後、FPGAがダウン
ロードされている場合

（ROMMON時）。

消灯
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説明色LED

FEスイッチポート、GE WAN
ポート、3Gセルラーインター
フェイスおよびシリアルイン

ターフェイス上のネットワーク

アクティビティ。

グリーンACT

ネットワークアクティビティ

はありません。

消灯

モジュールの電源が投入されて

いて、接続されているが、送受

信していません。

グリーンWWAN

モジュールの電源が投入されて

いて、接続を検索しています。

グリーン（ゆっくり点滅）

モジュールは送信中または受信

中です。

グリーン（速く点滅）

モジュールの電源が入っていま

せん。

消灯

独立型 GPS。グリーン（点灯）GPS

GPSが取得中です。グリーン（ゆっくり点滅）

アシスト型 GPS。黄色（点灯）

アシスト型GPSが取得中です。黄色（ゆっくり点滅）

GPSは設定されていません。消灯
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説明色LED

信号 > – 60

非常に強い信号

グリーン（点灯）RSSI

信号 <= –60～ 74

強い信号

緑色（4回点滅した後、長い一
時停止）

信号 <= –75～ -89

適正な信号

グリーン（2回点滅した後、長
い一時停止）

信号 <= –90～ -109

最低限の信号

グリーン（1回点滅した後、長
い一時停止）

信号 <= –110

使用不可能な信号

消灯

スロット 0の SIMはアクティ
ブで、スロット 1の SIMはア
クティブではありません。

グリーン/黄色（1回グリーン点
滅した後、2回黄色点滅が続
く）

SIM1、2

スロット 1の SIMはアクティ
ブで、スロット 0の SIMはア
クティブではありません。

黄色/緑色（1回黄色点滅した
後、2回緑色点滅が続く）

スロット 0に SIMがなく、ス
ロット 1に SIMがあります。

消灯/緑色（2回緑色点滅した
後、一時停止）

スロット 0に SIMがあり、ス
ロット1にSIMがありません。

緑色/消灯（ゆっくり 1回緑色
点滅した後、一時停止）

いずれかのスロットに SIMが
ありません。

消灯/消灯

1xRTT、EGPRS、GPRSサービ
スの場合。

1回緑色点滅した後、一時停止3G

EVDO、EVDO/1xRTT、UMTS
の場合。

2回緑色点滅した後、一時停止

EVDO/1xRTT RevA、HSPA、
HSUPA/HSDPAの場合。

3回緑色点滅した後、一時停止

HSPA PLUSの場合。グリーン（点灯）
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1 Verizonおよび Sprint EVDOのモデムには適用されません。
2 2つの SIMのステータスを示す LEDが 1つのみあります。1回の点滅パターンはスロット 0の SIMのステータスを表し、その後に 2回の点
滅パターンが続いてスロット 1の SIMのステータスを表します。

ルータの LEDのステータスを確認するには、次の showコマンドを使用します。

• showplatformled（すべての LED）

• showcontrollercellular0（3G LED）

次に、show platform ledコマンドの出力例と LEDステータスを示します。

Router# show platform led
LED STATUS:
==========
LEDS : SYSTEM WWAN RSSI GPS
STATUS: GREEN GREEN GREEN(2 BLINK) OFF
LEDS : ACTIVITY SIM(slot0 / slot1) 3G
STATUS: OFF GREEN / YELLOW GREEN
LAN PORTS : FE0 FE1 FE2 FE3
LINK/ENABLE LED : OFF OFF OFF OFF
SPEED LED : Unknown Unknown Unknown Unknown
PORT : GE-WAN0
LINK/ENABLE LED : OFF
SPEED LED : Unknown

次に、3G LEDステータスを表示する show controllers cellularコマンドの出力例を示します。

Router# show controllers cellular 0
Interface Cellular0
3G Modem-QuadBand HSPA+R7/HSPA/UMTS QuadBand EDGE/GPRS Global and GPS,
Cellular modem configuration:
---------------------------
GSM-Carrier Type : Cellular GSM Global.
SKU (PRI) Value: 9900198 .
Modem is recognized as valid
manufacture id: 0x00001199 product id: 0x000068A3
Sierra Wireless Mini Card MC8705 HSPA+R7 modem.
Cellular Dual SIM details:
---------------------------
SIM 0 is present
SIM 0 is active SIM
Modem Management Statistics
---------------------------
Modem resets = 2
Last known modem state = 'application' mode
Packets sent = 2508, Packets received = 44621, Packets pending = 0
DIP MDM link status retry count = 0 pdp context = 0
DIP MDM link up pending = 0 pdp context = 0
IDB Cellular0: DIP profile id = 255
RSSI LED : 3-blink Green <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Service LED : 3-blink Green <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
SIM LED : Slot0 - Green; Slot1 - Off <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
GPS LED : Off <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
GPS NMEA port = Disabled (Stream OFF)
DM port = Disabled

:
:
:

B
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Cisco 800 シリーズ ISR の基本的なワイヤレス設定
このモジュールは、次のCiscoサービス統合型ルータ（ISR）の自律ワイヤレスデバイスの設定方
法について説明します。

• Cisco 860シリーズ

• Cisco 880シリーズ

• Cisco 890シリーズ

• Cisco 810シリーズ

自律ソフトウェアを組み込みワイヤレスデバイス上で Cisco Unifiedソフトウェアにアップグ
レードするには、Cisco Unifiedソフトウェアへのアップグレード, （18ページ）の手順を参照
してください。

（注）

ワイヤレスデバイスは組み込み型で、接続用の外部コンソールポートはありません。ワイヤレス

デバイスを設定するには、コンソールケーブルでパーソナルコンピュータをホストルータのコ

ンソールポートに接続し、次の手順に従って接続を確立してワイヤレス設定を行います。

無線コンフィギュレーションセッションの開始

ルータのsetup,でワイヤレス設定を行う前に、手順 1と 2を実行してルータとアクセスポイン
ト間でセッションを開始する必要があります。

（注）

リリース 15.5(03)M06より前のリリースでは、手順 1と 2は必要ありません。（注）

以下のコマンドを、グローバルコンフィギュレーションモードでルータの Cisco IOSコマンドラ
インインターフェイス（CLI）に入力します。
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手順の概要

1. line line number
2. transport input all
3. interfacewlan-ap0
4. ip addressサブネットマスク
5. noshut
6. interfacevlan1
7. ip addressサブネットマスク
8. exit
9. exit
10. service-modulewlan-ap0session

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

設定する回線を指定し、ラインコンフィギュレーションコレク

ションモードを開始します。

line line number

例：

Router(config)# line 2

ステップ 1   

リリース 15.5(03)M06より前のリリースでは、この手
順は必要ありません。

（注）

デバイスまたはインターフェイスをドメインに指定されたゲー

トウェイとして割り当てます。

transport input all

例：

Router(config)# transport input
all

ステップ 2   

リリース 15.5(03)M06より前のリリースでは、この手
順は必要ありません。

（注）

ルータのコンソールインターフェイスをワイヤレスデバイスに

定義します。

interfacewlan-ap0

例：

Router(config)# interface wlan-ap0

ステップ 3   

•このインターフェイスは、ルータのコンソールとワイヤレ
スデバイス間の通信に使用します。

常にポート 0を使用しま
す。

（注）

•次のメッセージが表示されます。

The wlan-ap 0 interface is used for managing the embedded
AP. Please use the service-module wlan-ap 0 session command
to console into the embedded AP.
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイス IPアドレスとサブネットマスクを指定しま
す。

ip addressサブネットマスク

例：

Router(config-if)# ip address
10.21.0.20 255.255.255.0

ステップ 4   

この IPアドレスは、ip unnumbered vlan1コマンドを使
用することで、Cisco ISRに割り当てられた IPアドレ
スと共有できます。

（注）

内部インターフェイス接続を開いた状態を維持するように指定

します。

noshut

例：

Router(config-if)# no shut

ステップ 5   

データ通信のために、内部ギガビットイーサネット（GE0）0
ポート上で仮想LANインターフェイスを別のインターフェイス
に指定します。

interfacevlan1

例：

Router(config-if)# interface vlan1

ステップ 6   

• Cisco 860シリーズ、Cisco 880シリーズ、および Cisco 890
シリーズの ISRでは、すべてのスイッチポートがデフォル
トの vlan1インターフェイスを継承します。

インターフェイス IPアドレスとサブネットマスクを指定しま
す。

ip addressサブネットマスク

例：

Router(config-if)# ip address
10.10.0.30 255.255.255.0

ステップ 7   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了し、グ

ローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 8   

例：

Router(config)#

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 9   

例：

Router#
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目的コマンドまたはアクション

ワイヤレスデバイスとルータのコンソール間の接続をオープン

にします。

service-modulewlan-ap0session

例：

Router# service-module wlan-ap0

ステップ 10   

session
Trying 10.21.0.20, 2002 ... Open
ap>

次の作業

ワイヤレスデバイスとのセッションを開始するコンソールにCisco IOSソフトウェアエイリア
スを作成するには、EXECプロンプトから aliasexecdot11radioservice-modulewlan-ap0sessionコ
マンドを入力します。このコマンドを入力すると、Cisco IOSソフトウェアの dot11radioレベ
ルに自動的にスキップします。

ヒント

セッションの終了

ワイヤレスデバイスとルータのコンソール間のセッションを閉じるには、ワイヤレスデバイス上

で control+shift+6および xを使用し、ルータで disconnectコマンドを入力して enterを 2回押しま
す。

無線環境の設定

ワイヤレスデバイスを初めて設定する場合は、基本のワイヤレス設定の前に、アクセスポイ

ントとルータとの間でコンフィギュレーションセッションを開始する必要があります。無線

コンフィギュレーションセッションの開始, （9ページ）を参照してください。

（注）

使用しているソフトウェアに応じて、次のツールのいずれかを使用してワイヤレスデバイスを設

定します。

• Cisco IOSコマンドラインインターフェイス, （13ページ）：自律ソフトウェア

• Cisco Express設定, （13ページ）：ユニファイドソフトウェア
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自律モードから Unifiedモードにアップグレードするには、手順についてCisco Unifiedソフト
ウェアへのアップグレード, （18ページ）を参照してください。Cisco Unified Wirelessソフト
ウェアへのアップグレード終了後、Webブラウザのツールを使ってデバイスを設定します。手
順については次の URLを参照してください。

http://cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/12.4_10b_JA/configuration/guide/
scg12410b-chap2-gui.html

（注）

Cisco Express 設定
Unifiedワイヤレスデバイスを設定するには、Webブラウザツールを使用して、次の手順を実行
します。

1 ワイヤレスデバイスとコンソール接続を確立し、showinterfacebvi1CiscoIOSコマンドを入力
して、ブリッジグループ仮想インターフェイス（BVI）IPアドレスを取得します。

2 ブラウザのウィンドウを開き、ブラウザウィンドウのアドレス行にこの BVI IPアドレスを入
力します。Enterを押します。[Enter Network Password]ウィンドウが表示されます。

3 ユーザ名を入力します。デフォルトのユーザ名は Ciscoです。
4 ワイヤレスデバイスのパスワードを入力します。デフォルトのパスワードは Ciscoです。

[Summary Status]ページが表示されます。Webブラウザの設定ページの使用方法の詳細につい
ては、次の URLを参照してください。

http://cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/12.4_10b_JA/configuration/guide/
scg12410b-chap4-first.html#wp1103336

Cisco IOS コマンドラインインターフェイス
自律ワイヤレスデバイスを設定するには、Cisco IOSCLIツールを使用して次の作業を行います。

無線の設定

自律モードまたは Cisco Unifiedモードで信号を伝送するために、ワイヤレスデバイスの無線パラ
メータを設定します。特定の設定手順については、無線の設定, （24ページ）を参照してくださ
い。

無線セキュリティ設定の実行

この項では、次の設定作業について説明します。
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認証の設定

認証の種類は、サービスセット識別子（SSID）に準拠します。SSIDはアクセスポイントに設定
されます。同一のアクセスポイントを持つ複数の種類のクライアントデバイスで使用するため

に、複数の SSIDを設定します。

アクセスポイントを介したワイヤレスクライアントデバイスとネットワークとの通信を開始す

る前に、クライアントデバイスは、公開キーまたは共用キーによる認証によってアクセスポイン

トを認証する必要があります。安全性を最大限にするために、クライアントデバイスはMACア
ドレスまたは拡張認証プロトコル（EAP）認証を使用してネットワークも認証する必要がありま
す。いずれの認証タイプもネットワークの認証サーバを信頼します。

認証タイプを選択するには、次の URLで『Authentication Types for Wireless Devices』を参照してく
ださい。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityAuthenticationTypes.html.

最大限のセキュリティ環境を設定するには、次の URLで『RADIUS and TACACS+ Servers in a
Wireless Environment』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityRadiusTacacs_1.html

ローカルの認証サービスまたはバックアップ認証サービスを障害が発生したWANリンクまたは
サーバに提供するために、アクセスポイントをローカルの認証サーバとして機能するように設定

できます。アクセスポイントは、Lightweight Extensible Authentication Protocol（LEAP）認証、
Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）認証また
はMACベースの認証を使用して最大 50のワイヤレスクライアントデバイスを認証することが
できます。このアクセスポイントは毎秒最大 5つの認証を実行できます。

ローカルオーセンティケータでのアクセスポイントの設定は、クライアントのユーザ名とパス

ワードを使用して手動で行います。これは、ローカルオーセンティケータのデータベースが

RADIUSサーバと同期化されないためです。クライアントが使用できる VLANおよび SSIDのリ
ストを指定できます。

このロールの無線デバイスの設定に関する詳細については、次の URLで『Using the Access Point
as a Local Authenticator』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityLocalAuthent.html

WEP および暗号スイートの設定

Wired Equivalent Privacy（WEP）暗号はワイヤレスデバイス間での伝送データをスクランブルし
て、通信機密を保持します。ワイヤレスデバイスおよびそのワイヤレスクライアントデバイス

は、同一のWEPキーを使用してデータの暗号化および複合化を行います。WEPキーは、ユニキャ
ストおよびマルチキャストの両方のメッセージを暗号化します。ユニキャストメッセージとは、

ネットワーク上の 1個のデバイスに向けて送信されるメッセージです。マルチキャストメッセー
ジは、ネットワーク上の複数のデバイスに送信されます。

暗号スイートは、無線LAN上の無線通信を保護するように設計された暗号と完全性アルゴリズム
のセットです。Wi-Fi Protected Access（WPA）または Cisco Centralized Key Management（CCKM）
を有効にするには、暗号スイートを使用する必要があります。
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Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）を含む暗号スイートは無線 LANにとって最適な安全性を
提供します。WEPだけしか含まない暗号化スイートでは、最低限のセキュリティしかありませ
ん。

暗号化の手順については、次のURLで『ConfiguringWEPandCipher Suites』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityCipherSuitesWEP.html

無線 VLAN の設定と SSID の割り当て

無線 LANで VLANを使用し、SSIDを VLANに割り当てると、表 2：SSIDセキュリティの種類,
（16ページ）で定義されている 4種類のセキュリティ設定のいずれかを使用して複数の SSIDを
作成できます。VLANは、定義されたスイッチのセット内に存在するブロードキャストドメイン
と考えることができます。VLANは、単一のブリッジングドメインに接続されている複数のエン
ドシステム（ホスト、またはブリッジやブリッジやルータなどのネットワーク装置）で構成され

ます。ブリッジングドメインは、さまざまなネットワーク機器によりサポートされます。ネット

ワーク機器には、各 VLAN用の別個のプロトコルグループとともに、ブリッジングプロトコル
をそれらの間で動作させる LANスイッチなどがあります。

無線 VLANアーキテクチャの詳細については、次の URLで『Configuring Wireless VLANs』を参照
してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/wireless_vlans.html

無線 LANで VLANを使用しないと、SSIDに割り当てることができるセキュリティオプショ
ンが制限されます。これは、Express Securityページで暗号化設定と認証タイプが対応付けられ
ているためです。

（注）

アクセスポイントとして機能するワイヤレスデバイスには最大 16個の SSIDを設定できます。ま
た、SSIDごとに一意のパラメータセットを設定できます。たとえば、ある SSIDではネットワー
クアクセスだけを利用者に許可し、別の SSIDでは認証したユーザであれば機密データへのアク
セスを許可するといった利用法が可能です。

複数のSSIDの作成の詳細については、次のURLで『Service Set Identifiers』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/ServiceSetID.html

VLANを使用しない場合、暗号化設定（WEPと暗号）が 2.4GHz無線などのインターフェイス
に適用されるため、1つのインターフェイスで複数の暗号化設定を使用することはできませ
ん。たとえば、VLANが無効な状態で、スタティックWEPを使用する SSIDを作成した場合
は、WPA認証を使用するSSIDを別途作成できません。使用される暗号化設定が異なるためで
す。SSIDのセキュリティ設定が別の SSIDの設定と競合する場合、競合を解消するために 1つ
以上の SSIDを削除します。

（注）
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セキュリティタイプ

表 2：SSIDセキュリティの種類, （16ページ）は、SSIDに割り当てられる 4つのセキュリティ
タイプについて説明しています。

表 2：SSID セキュリティの種類

有効になるセキュリティ機能説明セキュリティタイプ

なし。これは安全性が最も低いオプションで

す。このオプションは、パブリックス

ペースで SSIDを使用する場合に限定
して使用し、ネットワークへのアクセ

スを制限するVLANに割り当てる必要
があります。

セキュリティなし

WEPが必須。ワイヤレスデバイス
キーに合うWEPキーがないと、この
SSIDを使用してもクライアントデバ
イスをアソシエートできません。

このオプションは、[No Security]より
は安全です。ただし、静的WEPキー
は攻撃に対して脆弱です。この設定を

行う場合は、MACアドレスに基づい
てワイヤレスデバイスにアソシエー

ションを制限する必要があります。

『Cipher Suites and WEP』（http://
www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/
wireless/software/guide/
SecurityCipherSuitesWEP.html）を参照
してください。または

ネットワーク内にRADIUSサーバがな
い場合、アクセスポイントをローカル

認証サーバとして使用するかを検討し

てください。手順については、『Using
the Access Point as a Local
Authenticator』（http://www.cisco.com/
en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/
SecurityLocalAuthent.html）を参照して
ください。

スタティックWEPキー

   Cisco 800 シリーズサービス統合型ルータソフトウェアコンフィギュレーションガイド
16

ワイヤレスデバイスの設定

Cisco IOS コマンドラインインターフェイス

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityCipherSuitesWEP.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityCipherSuitesWEP.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityCipherSuitesWEP.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityCipherSuitesWEP.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1941/software/configuration/guide/SecurityLocalAuthent.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1941/software/configuration/guide/SecurityLocalAuthent.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1941/software/configuration/guide/SecurityLocalAuthent.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1941/software/configuration/guide/SecurityLocalAuthent.html


有効になるセキュリティ機能説明セキュリティタイプ

必須の 802.1X認証。このSSIDを使用
してアソシエートするクライアントデ

バイスは、802.1X認証を実行する必要
があります。

ワイヤレスクライアントでEAP-FAST
を使用する認証が設定されている場合

は、Open認証 + EAPも設定する必要
があります。EAPによるオープン認証
を設定していない場合、以下の警告

メッセージが表示されます。

SSID CONFIG WARNING: [SSID]: If
radio clients are using EAP-FAST,
AUTH OPEN with EAP should also be
configured.

このオプションは、802.1X認証を有効
にします（LEAP4、PEAP5、
EAP-TLS6、EAP-FAST7、EAP-TTLS8、
EAP-GTC9、EAP-SIM10、およびその

他の 802.1X/EAPベースの製品）。

この設定は、必須の暗号化、WEP、
オープン認証プラスEAP、ネットワー
ク EAP認証を使用し、キー管理なし
で RADIUSサーバ認証ポート 1645を
使用します。

ネットワーク上の認証サーバの IPア
ドレスと共有秘密キーを入力する必要

があります（サーバ認証ポート

1645）。802.1X認証によって動的暗号
キーが提供されるため、WEPキーを
入力する必要はありません。

EAP3認証

WPA認証が必須。このSSIDを使用し
て対応付けを行うクライアントデバイ

スはWPA対応でなければなりませ
ん。

ワイヤレスクライアントでEAP-FAST
を使用する認証が設定されている場合

は、Open認証 + EAPも設定する必要
があります。EAPによるオープン認証
を設定していない場合、以下の警告

メッセージが表示されます。

SSID CONFIG WARNING: [SSID]: If
radio clients are using EAP-FAST,
AUTH OPEN with EAP should also be
configured.

このオプションは、データベース認証

されたユーザにワイヤレスアクセスを

許可します。アクセスは認証サーバの

サービスを通じて行います。ユーザの

IPトラフィックはWEPで使用される
ものより強力なアルゴリズムで暗号化

されます。

この設定では、暗号化暗号、TKIP12、
オープン認証と EAP、ネットワーク
EAP認証、キー管理（WPA必須）、
RADIUSサーバ認証ポート 1645を使
用します。

拡張認証プロトコル（EAP）認証の場
合と同じように、ネットワーク上の認

証サーバの IPアドレスと共有秘密キー
を入力する必要があります（サーバ認

証ポート 1645）。

WPA11

3 EAP = Extensible Authentication Protocol
4 LEAP = Lightweight Extensible Authentication Protocol
5 PEAP = Protected Extensible Authentication Protocol
6 EAP-TLS = Extensible Authentication Protocol—Transport Layer Security
7 EAP-FAST = Extensible Authentication Protocol—Flexible Authentication via Secure Tunneling
8 EAP-TTLS = Extensible Authentication Protocol—Tunneled Transport Layer Security
9 EAP-GTC = Extensible Authentication Protocol—Generic Token Card
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10 EAP-SIM = Extensible Authentication Protocol—Subscriber Identity Module
11 WPA = Wi-Fi Protected Access
12 TKIP = Temporal Key Integrity Protocol

無線 QoS の設定
Quality of Service（QoS）を設定することで、別のトラフィックを犠牲にして特定のトラフィック
を優先させることができます。QoSがない場合、デバイスは各パケットに最善のサービスを提供
します（パケットの内容やサイズは問いません）。信頼性、遅延限度、またはスループットに関

して保証することなく、スイッチはパケットを送信します。ワイヤレスデバイスにQoSを設定す
るには、以下にある『Quality of Service in a Wireless Environment』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/QualityOfService.html.

ホットスタンバイモードでのアクセスポイントの設定

ホットスタンバイモードでは、アクセスポイントは別のアクセスポイントのバックアップとし

て指定されます。スタンバイアクセスポイントは、アクセスポイントのそばに配置され、それ

を監視します（設定は、このアクセスポイントとまったく同じにします）。スタンバイアクセス

ポイントは、クライアントとして監視対象のアクセスポイントとアソシエートします。また監視

対象のアクセスポイントに、イーサネットおよび無線ポートを通してインターネットアクセス

ポイントプロトコル（IAPP）クエリを送信します。モニタするアクセスポイントから応答がない
場合、スタンバイアクセスポイントはオンラインに切り替わり、そのアクセスポイントの役割

をネットワーク上で引き継ぎます。

スタンバイアクセスポイントの設定は、IPアドレスを除き、モニタするアクセスポイントの設
定と一致している必要があります。監視対象アクセスポイントがオフラインになり、スタンバイ

アクセスポイントがそれを引き継いだ場合、両アクセスポイントの設定が同一であれば、クライ

アントデバイスは簡単かつ確実にスタンバイアクセスポイントに切り替わることができます。

詳細については、次の URLで『Hot Standby Access Points』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/RolesHotStandby.html

Cisco Unified ソフトウェアへのアップグレード
アクセスポイントを Cisco Unifiedモードで実行するには、次の手順に従ってソフトウェアをアッ
プグレードする必要があります。

ソフトウェア前提条件

•アクセスポイントが組み込まれた Cisco 890シリーズ ISRは、IP Baseフィーチャセットと
Cisco IOS 12.4(22)YBソフトウェアを実行している場合、自律ソフトウェアからCisco Unified
ソフトウェアにアップグレードできます。

•アクセスポイントが組み込まれた Cisco 880シリーズ ISRは、advipservicesフィーチャセッ
トと Cisco IOS 12.4(20)Tソフトウェアを実行している場合、自律ソフトウェアから Cisco
Unifiedソフトウェアにアップグレードできます。
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• Cisco Unifiedアーキテクチャの中で組み込み型アクセスポイントを使用するには、バージョ
ン 5.1以降のシスコWireless LAN Configuration（WLC）を実行している必要があります。

アップグレードの準備

アップグレードを準備するには次の作業を行います。

アクセスポイントの IP アドレスの保護
アクセスポイントの IPアドレスを保護することにより、アクセスポイントはWLCと通信でき、
起動時に Unifiedイメージをダウンロードできます。ホストルータは、DHCPプールを通じてア
クセスポイントDHCPサーバ機能を提供します。このアクセスポイントはWLCと通信し、DHCP
プールコンフィギュレーションのコントローラ IPアドレスのオプション 43を設定します。

設定例：アクセスポイントの IP アドレスの保護

次の例は、設定サンプルを示しています。

ip dhcp pool embedded-ap-pool
network 60.0.0.0 255.255.255.0
dns-server 171.70.168.183
default-router 60.0.0.1
option 43 hex f104.0a0a.0a0f (single WLC IP address(10.10.10.15) in hex format)
int vlan1
ip address 60.0.0.1 255.255.255.0

WLC検出プロセスの詳細については、『Cisco Wireless LAN Configuration Guide』を参照してくだ
さい（http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/4.0/configuration/guide/ccfig40.html）。

モード設定がイネーブルになっていることの確認

モードの設定が有効になっていることを確認するには、次の手順を実行します。

1 ルータからWLCサーバに pingを実行し、接続を確認します。
2 service-modulewlan-ap0sessionコマンドを入力し、アクセスポイントへのセッションを確立し
ます。

3 アクセスポイントが自律起動イメージを動作させているか確認します。

4 show bootコマンドを入力してアクセスポイントのモード設定がイネーブルになっていること
を確認します。

Autonomous-AP# show boot
BOOT path-list: flash:ap801-k9w7-mx.124-10b.JA3/ap801-k9w7-mx.124-10b.JA3
Config file: flash:/config.txt
Private Config file: flash:/private-config
Enable Break: yes
Manual Boot: yes
HELPER path-list:
NVRAM/Config file
buffer size: 32768
Mode Button: on
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アップグレードの実行

自律ソフトウェアをCiscoUnifiedソフトウェアにアップグレードするには、次の手順に従います。

1 アクセスポイントの起動イメージを Cisco Unifiedアップグレードイメージ（回復イメージと
もいう）に変更するには、グローバルコンフィギュレーションモードで

service-modulewlan-ap0bootimageunifiedコマンドを使用します。

Router# conf terminal
Router(config)# service-module wlan-ap 0 bootimage unified
Router(config)# end

service-modulewlan-ap0bootimageunifiedコマンドが正しく機能しない場合は、ソフトウェア
ライセンスが有効かどうか確認してください。

（注）

アクセスポイントの起動イメージのパスを識別するには、アクセスポイントのコンソールか

ら特権 EXECモードで showbootコマンドを使用します。
（注）

2 グレースフルシャットダウンを行ってアクセスポイントをリブートし、アップグレードプロ

セスを完了するには、グローバルコンフィギュレーションモードでservice-modulewlan-ap0reload
コマンドを実行します。アクセスポイントとのセッションを確立し、アップグレードプロセ

スをモニタします。

GUIの設定ページを使用したワイヤレスデバイスのセットアップの詳細については、Cisco
Express設定, （13ページ）を参照してください。

（注）

AP から自律モードへアップグレードまたは復帰する際のトラブルシュー
ティング

アクセスポイントで自律ソフトウェアから Unifiedソフトウェアにアップグレードできなかった
場合は、次の操作を実行してください。

•回復イメージを起動する前に、自律アクセスポイントのスタティック IPアドレスが BVIイ
ンターフェイスに設定されていないことを確認します。

•ルータ/アクセスポイントとWLC間で pingを実行して、接続が確立されているか確認しま
す。

•アクセスポイントとWLCクロック（時刻と日付）が正しく設定されているか確認します。

アクセスポイントでは、起動を試みて失敗したり、回復モードに陥ってしまい、Unifiedソフト
ウェアにアップグレードできない場合があります。このいずれかが発生する場合は、
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service-modulewlan-ap0resetbootloaderコマンドを使用し、イメージを手動で回復できるようにア
クセスポイントをブートローダに戻します。

アクセスポイントへのソフトウェアのダウンロード

アクセスポイントの起動イメージを直前の自律イメージにリセットするには、グローバルコン

フィギュレーションモードで service-modulewlan-ap0bootimageautonomousコマンドを使用しま
す。自律ソフトウェアイメージをアクセスポイントにリロードするには、

service-modulewlan-ap0reloadコマンドを使用します。

アクセスポイントでのソフトウェアリカバリ

アクセスポイントのイメージをリカバリするには、グローバルコンフィギュレーションモード

で service-modulewlan-ap0resetbootloaderコマンドを使用します。このコマンドを使用すると、ア
クセスポイントがブートローダに戻り、手動でイメージをリカバリできるようになります。

このコマンドの使用には注意が必要です。この操作では通常のシャットダウンが実行されない

ことから、実行中のファイル操作に影響が生じる場合があります。このコマンドは、シャット

ダウンまたは障害状態から回復する目的に限り使用してください。

注意

関連資料

自律およびユニファイド設定手順の詳細については、次のマニュアルを参照してください。

表 3：シスコの自律ソフトウェアのマニュアル

リンクトピック

ワイヤレスデバイス概要, （1ページ）ワイヤレスの概要

無線の設定, （24ページ）無線の設定

本マニュアルでは、アクセスポイントに設定する認証の

種類について説明しています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/SecurityAuthenticationTypes.html

『Authentication Types for Wireless Devices』

Cisco 800 シリーズサービス統合型ルータソフトウェアコンフィギュレーションガイド
21

ワイヤレスデバイスの設定

アクセスポイントへのソフトウェアのダウンロード

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityAuthenticationTypes.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/SecurityAuthenticationTypes.html


リンクトピック

このマニュアルは、RADIUSおよびTACACS+のイネーブ
ルと設定の方法、アカウンティング情報の詳細説明、さら

に、管理側が行う認証と認証プロセスの柔軟な制御方法に

ついて説明します。RADIUSおよびTACACS+は、AAA13

を通じて効率化され、AAAコマンドでだけイネーブルに
できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/SecurityRadiusTacacs_1.html

『RADIUS and TACACS+ Servers in a Wireless Environment』

本マニュアルでは、ローカル認証を担当するアクセスポ

イントというロールにおいて、無線デバイスを使用する方

法について説明しています。アクセスポイントは小規模

無線 LANのスタンドアロン認証システムとして機能する
か、あるいはバックアップ認証サービスを提供します。

ローカル認証を担当するアクセスポイントは、LEAP、
EAP-FASTおよびMACベースの認証を最大 50個のクラ
イアントデバイスに対して実行します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/SecurityLocalAuthent.html

『Using the Access Point as a Local Authenticator』

本マニュアルでは、WPAおよび CCKM14を使用するのに

必要な暗号スイートやWEPを設定する方法、および
AES15、MIC16、TKIP、ブロードキャストキーローテー
ションなどのWEP機能を設定する方法について説明しま
す。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/SecurityCipherSuitesWEP.html

『Cipher Suites and WEP』

本マニュアルでは、ホットスタンバイユニットとしてワ

イヤレスデバイスを設定する方法を説明しています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/RolesHotStandby.html

『Hot Standby Access Points』

このマニュアルは、ワイヤード LANに設定された VLAN
とともにアクセスポイントを使用するための設定方法に

ついて解説します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/wireless_vlans.html

『Configuring Wireless VLANs』
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リンクトピック

ワイヤレスデバイスは、アクセスポイントとして最大 16
の SSIDをサポートできます。本マニュアルでは、ワイヤ
レスデバイス上のSSIDの設定および管理方法について説
明します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/ServiceSetID.html

『Service Set Identifier』

無線デバイスの管理, （106ページ）アクセスポイントの管理

このマニュアルは、ユーザのシスコ無線インターフェイス

での QoSの設定方法について解説します。この機能によ
り、別のトラフィックを犠牲にして特定のトラフィックを

優先させることができます。QoSがない場合、デバイスは
各パケットに最善のサービスを提供します（パケットの内

容やサイズは問いません）。信頼性、遅延限度、またはス

ループットに関して保証することなく、スイッチはパケッ

トを送信します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/QualityOfService.html

QoS

本マニュアルには、世界中の規制ドメイン内のCiscoアク
セス製品でサポートしている無線チャネルが記載されてい

ます。

http://www.cisco.com/en/US/customer/docs/routers/access/
wireless/software/guide/RadioChannelFrequencies.html

『Regulatory Domains and Channels』

本マニュアルでは、ユーザのワイヤレスデバイス上でシ

ステムメッセージロギングを設定する方法について説明

しています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/
software/guide/SysMsgLogging.html

『System Message Logging』

13 AAA =認証、認可、アカウンティング。
14 CCKM = Cisco Centralized Key Management
15 AES = Advanced Encryption Standard
16 MIC =メッセージ整合性チェック

表 4：Cisco Unified ソフトウェアのマニュアル

リンクネットワークデザイン

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns175/networking_
solutions_products_genericcontent0900aecd805299ff.html

『Why Migrate to the Cisco Unified Wireless Network?』
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リンクネットワークデザイン

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6366/products_qanda_
item09186a008064a991.shtml

『Wireless LAN Controller (WLC) FAQ』

http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/
12.4_10b_JA/command/reference/cr2410b.html

『Cisco IOSCommand Reference for Cisco Aironet Access Points
and Bridges, versions 12.4(10b) JA and 12.3(8) JEC』

http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/1240/
quick/guide/ap1240qs.html

『Cisco Aironet 1240AGAccess Point Support Documentation』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6366/tsd_products_
support_series_home.html

『Cisco 4400 Series Wireless LAN Controllers Support
Documentation』

無線の設定
ここでは、ワイヤレスデバイスに無線設定を行う方法について説明します。この章の内容は次の

とおりです。

無線インターフェイスのイネーブル化

ワイヤレスデバイスの無線はデフォルトではディセーブルに設定されています。

ラジオインターフェイスをイネーブルにする前に、サービスセット識別子（SSID）を作成す
る必要があります。

（注）

アクセスポイント無線をイネーブルにするには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従
います。

手順の概要

1. configure terminal
2. dot11 ssid ssid
3. interface dot11radio {0}
4. ssid ssid
5. no shutdown
6. end
7. copyrunning-configstartup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

SSIDを入力します。dot11 ssid ssidステップ 2   

SSIDでは、最大 32文字の英数字を使用できます。
SSIDでは、大文字と小文字が区別されます。

（注）

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface dot11radio {0}ステップ 3   

802.11g/n 2.4-GHzおよび 2.4-GHzは radio 0です。

ステップ 2で作成した SSIDを適切な無線インターフェイスに
割り当てます。

ssid ssidステップ 4   

無線ポートをイネーブルにします。no shutdownステップ 5   

無線ポートをディセーブルにするには、shutdownコ
マンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 6   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 7   

無線ネットワーク内のワイヤレスデバイスのロール

ワイヤレスデバイスは、無線ネットワーク内で次のロールを実行します。

•アクセスポイント

•アクセスポイント（無線シャットダウンにフォールバック）

•ルートブリッジ

•非ルートブリッジ

•ワイヤレスクライアントを持つルートブリッジ

•ワイヤレスクライアントを備えていない非ルートブリッジ

ルートアクセスポイントにフォールバックロールを設定することもできます。ワイヤレスデバ

イスは、イーサネットポートがディセーブルになるか、または有線 LANから切り離されたとき
に、自動的にフォールバックロールに移行します。Cisco ISRワイヤレスデバイスのデフォルト
のフォールバックロールはシャットダウンです。つまり、ワイヤレスデバイスは、その無線を

シャットダウンし、すべてのクライアントデバイスの関連付けを解除します。
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無線ネットワーク内のワイヤレスデバイスのロールの設定

ワイヤレスデバイスの無線ネットワークロールおよびフォールバックロールを設定するには、

特権 EXECモードで次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0}
3. station-role non-root {bridge | wireless-clients} root {access-point | ap-only | [bridge | wireless-clients]

| [fallback | repeater | shutdown]} workgroup-bridge {multicast | mode { client | infrastructure} |
universal Ethernet-client-MAC-address }

4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interface dot11radio {0}ステップ 2   

802.11g/n 2.4 GHzおよび 2.4 GHzは radio 0です。

ワイヤレスデバイスのロールを設定します。station-role non-root {bridge |
wireless-clients} root {access-point

ステップ 3   

•ワイヤレスクライアントがある、またはない非ルートブリッ
ジ、ルートアクセスポイントまたはブリッジ、またはワークグ

ループブリッジにロールを設定します。

| ap-only | [bridge | wireless-clients]
| [fallback | repeater | shutdown]}
workgroup-bridge {multicast |
mode { client | infrastructure} |
universal
Ethernet-client-MAC-address }

ブリッジモード無線はポイントツーポイント構成だけをサ

ポートします。

（注）

repeaterコマンドおよび wireless-clientsコマンドは、Cisco
860シリーズおよび Cisco 880シリーズのサービス統合型
ルータではサポートされません。

（注）

scannerコマンドは、Cisco 860シリーズおよび Cisco 880シ
リーズのサービス統合型ルータではサポートされません。

（注）

•いずれかの無線がリピータとして設定されると、イーサネット
ポートはシャットダウンします。ワークグループブリッジまた

はリピータとして設定できるのは、アクセスポイントにつき 1
つの無線だけです。ワークグループブリッジは、ルートブリッ

ジまたはアクセスポイントに別のワイヤレスクライアントが関

連付けられていなければ、最大 25クライアントを保持できま
す。
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 5   

次の作業

無線ネットワークのデバイスのロールをブリッジまたはワークグループブリッジとしてイネー

ブルにし、noshutコマンドを使用してインターフェイスをイネーブルにすると、反対側のデバ
イス（アクセスポイントまたはブリッジ）が起動している場合にだけ、インターフェイスの

物理ステータスとソフトウェアステータスが起動（動作可能）状態になります。それ以外の

場合、デバイスの物理ステータスだけが起動状態になります。ソフトウェアステータスは、

反対側のデバイスが設定され、準備状態の場合にだけ表示されます。

（注）

デュアル無線フォールバックの設定

デュアル無線フォールバック機能を使用すると、アクセスポイントをネットワークインフラスト

ラクチャに接続する非ルートブリッジリンクがダウンしたとき、クライアントがアクセスポイ

ントに接続する際に使用するルートアクセスポイントリンクがシャットダウンするようにアク

セスポイントを設定できます。ルートアクセスポイントリンクをシャットダウンすると、クラ

イアントは別のアクセスポイントにローミングを切り替えます。この機能がない場合、クライア

ントはアクセスポイントに接続されたままになりますが、ネットワークとデータを送受信できま

せん。

デュアル無線フォールバックは、次の 3つの方法で設定できます。

無線トラッキング

アクセスポイントのいずれかの無線の状態を追跡またはモニタするようにアクセスポイントを設

定できます。追跡した無線が停止またはディセーブルになった場合、アクセスポイントにより他

の無線がシャットダウンされます。追跡対象の無線が起動すると、アクセスポイントは別の無線

をイネーブルにします。

Radio 0を追跡するには、次のコマンドを入力します。

# station-role root access-point fallback track d0 shutdown
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ファストイーサネットトラッキング

アクセスポイントのイーサネットポートがディセーブルになったり、または有線 LANから切断
されたりしたときにフォールバックするようにアクセスポイントを設定できます。ファストイー

サネットトラッキング用にアクセスポイントを設定する方法については、無線ネットワーク内の

ワイヤレスデバイスのロール, （25ページ）を参照してください。

ファストイーサネットトラッキングでは、リピータモードがサポートされていません。（注）

ファストイーサネットトラッキング用のアクセスポイントを設定するには、次のコマンドを入

力します。

# station-role root access-point fallback track fa 0

MAC アドレストラッキング
MACアドレスを使用して別の無線に接続しているクライアントアクセスポイントをトラッキン
グし、ルートアクセスポイントの起動と停止の役割を果たす無線を設定できます。クライアント

アクセスポイントからのアソシエーションが解除されると、ルートアクセスポイントの無線は

ダウンします。クライアントがアクセスポイントと再アソシエートすると、ルートアクセスポ

イント無線は起動状態に戻ります。

クライアントがアップストリームの有線ネットワークに接続されている非ルートブリッジアクセ

スポイントの場合、MACアドレストラッキングが最も便利です。

たとえば、MACアドレスが 12:12:12:12:12:12のクライアントを追跡するには、次のコマンドを入
力します。

# station-role root access-point fallback track mac-address 12:12:12:12:12:12 shutdown

無線データレートの概要

データレート設定を使用して、ワイヤレスデバイスのデータ転送に使用されるデータレートを

選択します。データレートの単位はMbps（メガビット/秒）です。ワイヤレスデバイスは常に
basicに設定された最大データレートで転送しようとします。なお、ブラウザベースのインター
フェイスでは、basicは requiredと呼ばれます。障害や干渉がある場合、ワイヤレスデバイスは
データ伝送が可能である最も高いデータレートに引き下げます。各データレートは、次の 3つの
ステートのいずれかに設定できます。

• Basic（GUIでは Basicレートを [Required]と表示）：ユニキャストとマルチキャストの両方
で、すべてのパケットをこのレートで転送します。ワイヤレスデバイスのデータレートの

少なくとも 1つは basicに設定してください。

• Enabled：ワイヤレスデバイスでは、ユニキャストパケットだけがこのレートで送信され、
マルチキャストパケットは、basicに設定されているいずれかのデータレートで送信されま
す。

   Cisco 800 シリーズサービス統合型ルータソフトウェアコンフィギュレーションガイド
28

ワイヤレスデバイスの設定

無線データレートの概要



• Disabled：ワイヤレスデバイスでは、データはこのレートで送信されません。

少なくともデータレートの 1つは basicに設定してください。（注）

データレート設定を使用して、特定のデータレートで稼働中のサービスクライアントデバイス

にアクセスポイントを設定できます。たとえば、11 Mbpsサービスにのみ 2.4 GHz無線を設定す
るには、11 Mbpsレートを basic,に設定し、他のデータレートを disabledに設定します。1 Mbps
および 2 Mbpsでデータを転送するクライアントデバイスだけに対応するようにワイヤレスデバ
イスを設定するには、1Mbpsおよび 2Mbpsを basic,に設定し、その他のデータレートは disabled
に設定します。2.4GHz、802.11g無線を、802.11gクライアントデバイスだけに対応するように設
定するには、Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM：直交周波数分割多重方式）デー
タレート（6、9、12、18、24、36、48、54）を、すべてbasicに設定します。54Mbpsサービスに
のみ 5GHz無線を設定するには、54Mbpsレートを basic,に設定し、他のデータレートを disabled
に設定します。

また、範囲またはスループットが最適になるようなデータレートが自動的に設定されるように、

ワイヤレスデバイスを設定することも可能です。データレート設定に rangeを入力すると、ワイ
ヤレスデバイスは1Mbsレートをbasicに設定し、他のレートを enabledに設定します。この range
設定によって、アクセスポイントではデータレートについて妥協することでカバレッジ領域を拡

大できます。したがって、他のクライアントは接続できるのにアクセスポイントに接続できない

クライアントがある場合は、そのクライアントがアクセスポイントの適用範囲内に入っていない

ことが考えられます。このような場合、範囲オプションを使用することにより適用範囲を拡大す

ると、クライアントがアクセスポイントに接続できるようになる可能性があります。

通常、スループットと範囲が交換条件となります。信号が低下する（アクセスポイントからの距

離が遠いなどの理由により）と、リンクを維持するためにレートのネゴシエーションをやり直し

ます（この場合は、データレートが低くなります）。設定されている高データレートを維持でき

ないほどに信号が低下した場合に、高いスループットに設定したリンクが単純にドロップするか、

十分なサービス範囲を持ったアクセスポイントが利用可能な場合は、そちらにローミングされま

す。設計する際は、この 2つ（スループットと範囲）のバランスを、無線プロジェクトで利用可
能なリソース、ユーザが使用するトラフィックの種類、必要とされるサービスレベル、そして当

然ながら RF環境の質に基づいて考える必要があります。データレート設定に throughputを入力
すると、ワイヤレスデバイスは 4つすべてのデータレートを basicに設定します。

ワイヤレスネットワークに 802.11bクライアントおよび 802.11gクライアントが混在している
環境の場合は、データレート 1、2、5.5、および 11 Mbpsが required（basic）に設定され、そ
の他のすべてのデータレートがenableに設定されていることを必ず確認してください。802.11b
アダプタは、接続するアクセスポイントで 11 Mbpsを上回るデータレートが requiredに設定
されていると、54 Mbpsデータレートを認識せず、稼働しません。

（注）

無線データレートの設定

無線データレートを設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従います。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0}
3. speed

• 802.11b、2.4GHz無線の場合：

{[1.0] [11.0] [2.0] [5.5] [basic-1.0] [basic-11.0] [basic-2.0] [basic-5.5] | range | throughput}

• 802.11g、2.4GHz無線の場合：

{[1.0] [2.0] [5.5] [6.0] [9.0] [11.0] [12.0] [18.0] [24.0] [36.0] [48.0] [54.0] [basic-1.0] [basic-2.0]
[basic-5.5] [basic-6.0] [basic-9.0] [basic-11.0] [basic-12.0] [basic-18.0] [basic-24.0] [basic-36.0]
[basic-48.0] [basic-54.0] | range | throughput [ofdm] | default}

• 802.11a 5GHz無線の場合：

{[6.0] [9.0] [12.0] [18.0] [24.0] [36.0] [48.0] [54.0] [basic-6.0] [basic-9.0] [basic-12.0] [basic-18.0]
[basic-24.0] [basic-36.0] [basic-48.0] [basic-54.0] | range | throughput | ofdm-throughput |
default}

• 802.11n 2.4GHz無線の場合：

{[1.0] [11.0] [12.0] [18.0] [2.0] [24.0] [36.0] [48.0] [5.5] [54.0] [6.0] [9.0] [basic-1.0] [basic-11.0]
[basic-12.0] [basic-18.0] [basic-24.0] [basic-36.0] [basic-48.0] [basic-5.5] [basic-54.0] [basic-6.0]
[ basic-9.0] [default] [m0-7] [m0.] [m1.] [m10.] [m11.] [m12.] [m13.] [m14.] [m15.] [m2.] [m3.]
[m4.] [m5.] [m6.] [m7.] [m8-15] [m8.] [m9.] [ofdm] [only-ofdm] | range | throughput}

4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステッ

プ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interface dot11radio {0}ステッ

プ 2   

2.4-GHzおよび 802.11g/n 2.4-GHzは radio 0です。

各データレートを basicまたは enabledに設定します。または、range
を入力して範囲を最適化するか、throughputを入力してスループットを
最適化します。

speedステッ

プ 3   • 802.11b、2.4GHz無線の場合：

{[1.0] [11.0] [2.0] [5.5] [basic-1.0]
[basic-11.0] [basic-2.0] [basic-5.5]
| range | throughput}

•（任意）1.0、2.0、5.5、および 11.0を入力すると、802.11b、2.4
GHz無線でこれらのデータレートが enabledに設定されます。

• 802.11g、2.4GHz無線の場合：
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目的コマンドまたはアクション

1.0、2.0、5.5、6.0、9.0、11.0、12.0、18.0、24.0、36.0、48.0、および
54.0を入力すると、802.11g、2.4 GHz無線でこれらのデータレートが
enabledに設定されます。

{[1.0] [2.0] [5.5] [6.0] [9.0] [11.0]
[12.0] [18.0] [24.0] [36.0] [48.0]
[54.0] [basic-1.0] [basic-2.0]
[basic-5.5] [basic-6.0] [basic-9.0]

6.0、9.0、12.0、18.0、24.0、36.0、48.0、および 54.0を入力すると、
5GHz無線でこれらのデータレートが enabledに設定されます。

[basic-11.0] [basic-12.0]
[basic-18.0] [basic-24.0]
[basic-36.0] [basic-48.0] •（任意）basic-1.0、basic-2.0、basic-5.5、および basic-11.0を入力

すると、802.11b、2.4 GHz無線でこれらのデータレートが basic
に設定されます。

[basic-54.0] | range | throughput
[ofdm] | default}

• 802.11a 5GHz無線の場合：
basic-1.0、basic-2.0、basic-5.5、basic-6.0、basic-9.0、basic-11.0、
basic-12.0、basic-18.0、basic-24.0、basic-36.0、basic-48.0、および

{[6.0] [9.0] [12.0] [18.0] [24.0]
[36.0] [48.0] [54.0] [basic-6.0]
[basic-9.0] [basic-12.0] [basic-18.0] basic-54.0を入力すると、802.11g、2.4 GHz無線でこれらのデータレー

トが basicに設定されます。[basic-24.0] [basic-36.0]
[basic-48.0] [basic-54.0] | range |

選択した basicレートをクライアントでサポートする必要が
ある場合は、ワイヤレスデバイスに関連付けできません。

802.11g無線の basicデータレートに 12 Mbps以上を選択し
た場合、802.11bクライアントデバイスは、ワイヤレスデバ
イスの 802.11g無線に関連付けできません。

（注）

basic-6.0、basic-9.0、basic-12.0、basic-18.0、basic-24.0、basic-36.0、
basic-48.0、およびbasic-54.0を入力すると、5GHz無線でこれらのデー
タレートが basicに設定されます。

throughput | ofdm-throughput |
default}

• 802.11n 2.4GHz無線の場合：

{[1.0] [11.0] [12.0] [18.0] [2.0]
[24.0] [36.0] [48.0] [5.5] [54.0] [6.0]
[9.0] [basic-1.0] [basic-11.0]
[basic-12.0] [basic-18.0]
[basic-24.0] [basic-36.0] •（任意）範囲、またはスループットを自動的に最適化するには、

rangeまたは throughput、あるいは {[1.0] [11.0] [2.0] [5.5] [basic-1.0]
[basic-48.0] [basic-5.5] [basic-54.0]
[basic-6.0] [ basic-9.0] [default]

[basic-11.0] [basic-2.0] [basic-5.5] | range |[m0-7] [m0.] [m1.] [m10.] [m11.]
throughput}ofdm-throughput（ERP保護なし）を入力します。range[m12.] [m13.] [m14.] [m15.] [m2.]
を入力すると、ワイヤレスデバイスは最も低いデータレートを[m3.] [m4.] [m5.] [m6.] [m7.]
basicに設定し、他のレートを enabledに設定します。throughput[m8-15] [m8.] [m9.] [ofdm]

[only-ofdm] | range | throughput} を入力すると、ワイヤレスデバイスはすべてのデータレートを

basicに設定します。

（任意）802.11g無線で、すべてのOFDMレート（6、9、12、18、24、
36、および 48）を basic（required）に設定し、すべての CCKレート
（1、2、5.5、および 11）を disabledに設定するには、speed throughput
ofdmを入力します。この設定により、802.11b保護機能がディセーブ
ルとなり、802.11gクライアントに最大のスループットが提供されま
す。ただし、802.11bクライアントはそのアクセスポイントにアソシ
エートできなくなります。

•（任意）defaultを入力すると、データレートは工場出荷時の設定
になります（802.11b無線ではサポートされていません）。
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目的コマンドまたはアクション

802.11g無線では、defaultオプションによって、レート 1、2、5.5、お
よび 11は basicに、レート 6、9、12、18、24、36、48、および 54は
enabledに設定されます。これらのレート設定によって、802.11bおよ
び 802.11gの両方のクライアントデバイスが、ワイヤレスデバイスの
802.11g無線にアソシエートできます。

5-GHz無線では、defaultオプションによって、レート 6.0、12.0、およ
び 24.0はbasicに、レート 9.0、18.0、36.0、48.0、および 54.0は enabled
に設定されます。

802.11g/n 2.4-GHz無線では、defaultオプションによって、レート 1.0、
2.0、5.5、および 11.0が enabledに設定されます。

802.11g/n 5-GHz無線では、defaultオプションによって、レート 6.0、
12.0、および 24.0が enabledに設定されます。

どちらの802.11g/n無線の変調符号化方式（MCS）インデックス範囲も
0～ 15です。

特権 EXECモードに戻ります。endステッ

プ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステッ

プ 5   

設定例：無線データレートの設定

次に、コンフィギュレーションからデータレート basic-2.0および basic-5.5を設定する方法を示
します。

ap1200# configure terminal
ap1200(config)# interface dot11radio 0
ap1200(config-if)# speed basic-2.0 basic-5.5
ap1200(config-if)# end

MCS レートの設定
変調符号化方式（MCS）は、変調順序（2位相偏移変調 [BPSK]、4位相偏移変調 [QPSK]、16-直
交振幅変調 [16-QAM]、64-QAM）から成る PHYパラメータおよび前方誤り訂正（FEC）コード
レート（1/2、2/3、3/4、5/6）の仕様です。MCSは、ワイヤレスデバイス 802.11n無線で使用され
ており、32個の対称設定を定義します（空間ストリームあたり 8個）。

• MCS 0～ 7

• MCS 8～ 15
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• MCS 16～ 23

• MCS 24～ 31

ワイヤレスデバイスでは、MCS 0～ 15をサポートしています。高スループットクライアントで
は、少なくともMCS 0～ 7をサポートします。

MCSは高いスループットを実現する可能性があるため、重要な設定です。高スループットデータ
レートは、MCS、帯域幅、およびガードインターバルの 3つで決まります。802.11a、b、および
g無線では、20-MHzチャネル幅を使用しています。表 5：MCS設定、ガードインターバル、お
よびチャネル幅に基づくデータレート, （33ページ）は、MCS、ガードインターバル、および
チャネル幅に基づいた可能なデータレートを示したものです。

表 5：MCS 設定、ガードインターバル、およびチャネル幅に基づくデータレート

ガードインターバ

ル = 400 ns
ガードインターバ

ル = 800 ns
MCS インデックス

40-MHzチャネル
幅データレート

（Mbps）

20-MHzチャネル
幅データレート

（Mbps）

40-MHzチャネル
幅データレート

（Mbps）

20-MHzチャネル
幅データレート

（Mbps）

157 2/913.56.50

3014 4/927131

4521 2/340.519.52

6028 8/954263

9043 1/381394

12057 5/9109525

13565121.558.56

152.572 2/9135657

3014 4/927138

6028 8/954269

9043 1/3813910

12057 7/91085211

18086 2/31627812

240115 5/921610413
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ガードインターバ

ル = 400 ns
ガードインターバ

ル = 800 ns
MCS インデックス

27013024311714

300144 4/927013015

レガシーレートは

次のとおりです。

5GHz: 6、9、12、
18、24、36、48、
および 54 Mbps

2.4 GHz: 1、2、
5.5、6、9、11、
12、18、24、36、
48、および 54
Mbps

設定例：MCS レート
MCSレートは speedコマンドを使用して設定します。

次に、802.11g/n 2.4-GHz無線の speed設定の例を示します。

interface Dot11Radio0
no ip address
no ip route-cache
!
ssid 800test
!
speed basic-1.0 2.0 5.5 11.0 6.0 9.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m8.
m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.

無線の送信電力の設定

無線の送信電力は、使用するアクセスポイントに導入されている 1つ以上の無線のタイプと、ア
クセスポイントが動作する規制ドメインに基づきます。

アクセスポイント無線の送信電力を設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに
従います。
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手順の概要

1. configureterminal
2. interfacedot11radio{0}
3. power local
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interfacedot11radio{0}ステップ 2   

2.4-GHzおよび 802.11g/n 2.4-GHzは radio 0です。

規制ドメインにおいて電力レベルが許容範囲内となるよう

に、2.4 GHz無線に送信電力を設定します。
power local

例：

These options are available for the
2.4-GHz 802.11n radio (in dBm):

ステップ 3   

電力の設定をデフォルト設定の最大に戻すには、

powerlocalコマンドの no形式を使用します。
（注）

例：

{8 | 9| 11 | 14 | 15 | 17 | maximum}

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存し

ます。

copyrunning-configstartup-configステップ 5   

アソシエートしたクライアントデバイスの電力レベルの制限

ワイヤレスデバイスにアソシエートしたクライアントデバイスの電力レベルを制限することもで

きます。クライアントデバイスがワイヤレスデバイスにアソシエートするとき、ワイヤレスデ

バイスはクライアントに最大電力レベル設定を送信します。
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Cisco AVVIDのマニュアルでは、関連付けされたクライアントデバイスの電力制限を示すた
めに動的電力制限（DPC）という用語を使用しています。

（注）

ワイヤレスデバイスに関連付けされているすべてのクライアントデバイスの最大使用可能電力設

定を指定するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0}
3. power client
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interface dot11radio {0}ステップ 2   

802.11g/n 2.4-GHzおよび 2.4-GHzは radio 0です。

ワイヤレスデバイスにアソシエートするクライアントデバイス

に、最大許可電力レベルを設定します。

power client

例：

These options are available for

ステップ 3   

•電力レベルを localに設定すると、クライアントの電力レベ
ルはアクセスポイントの電力レベルに設定されます。

802.11n 2.4-GHz clients (in
dBm): •電力レベルをmaximumに設定すると、クライアントの電力

は最大許可電力に設定されます。
{local | 8 | 9 | 11 | 14 | 15
| 17 | maximum}

規制ドメインで許容される設定は、ここで取り上げる

設定と異なる場合があります。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 5   

次の作業

アソシエートしたクライアントの最大電力レベルを無効にするには、powerclientコマンドの no
形式を使用します。
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アソシエートしたクライアントデバイスの電力レベルを制限する場合は、Aironet拡張機能を
イネーブルにする必要があります。Aironet拡張機能はデフォルトではイネーブルに設定され
ています。

（注）

無線チャネルの設定

ワイヤレスデバイスの無線のデフォルトチャネル設定は Least Congestedです。ワイヤレスデバ
イスは、起動時に最も混雑の少ないチャネルをスキャンして選択します。ただし、サイト調査の

後も一貫したパフォーマンスが維持されるように、各アクセスポイントにスタティックチャネル

設定を指定することを推奨します。ワイヤレスデバイスのチャネル設定は、規制ドメインで使用

できる周波数に対応します。ドメインで許可されている周波数については、アクセスポイントの

ハードウェアインストレーションガイドを参照してください。

2.4GHz帯チャネル利用帯域幅は、チャネルあたり 22MHzになります。チャネル 1、6、および 11
の帯域は重複しないため、干渉を起こさずに、同じ圏内に複数のアクセスポイントを設定できま

す。802.11bおよび 802.11gの 2.4GHz無線は同じチャネルと周波数を使用します。

5GHz無線は、規制ドメインに応じて 5180～ 5320MHzの 8チャネルから、最大 5170～ 5850MHz
の 27チャネルで稼働します。各チャネルの帯域幅は 20 MHzで、それぞれの帯域がわずかに重複
しています。最適なパフォーマンスを得るため、互いに近い位置にある無線の場合は、隣接して

いないチャネル（たとえば、チャネル 44と 46）を使用してください。

同じ圏内に多くのアクセスポイントが存在すると、スループットの減少の原因となる無線輻

輳が発生します。無線のサービス範囲とスループットを最大にするには、慎重なサイト調査を

行って、アクセスポイントの最適な設置場所を決定する必要があります。

（注）

802.11n規格では、隣接する重複しない 2つのチャネル（たとえば、2.4-GHzチャネル 1および
6）から成る 20-MHzおよび 40-Mhzチャネルのどちらも使用できます。

20 MHzチャネルの 1つはコントロールチャネルと呼ばれます。レガシークライアントおよび
20-MHz高スループットクライアントでは、コントロールチャネルを使用します。このチャネル
へ送信できるのはビーコンだけです。もう1つの20MHzチャネルは拡張チャネルと呼ばれます。
40-MHzステーションでは、このチャネルとコントロールチャネルを同時に使用できます。

40MHzチャネルは、1,1のようにチャネルおよび拡張として指定されます。この例で、コントロー
ルチャネルはチャネル 1、拡張チャネルはその上のチャネルです。

ワイヤレスチャネル幅の設定

ワイヤレスデバイスのチャネル幅を設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0 }
3. channel {frequency | least-congested | width [20 | 40-above | 40-below] | dfs}
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interface dot11radio {0 }ステップ 2   

802.11g/n 2.4 GHz無線は radio 0です。

ワイヤレスデバイスの無線のデフォルトチャネルを設定します。起

動時に最も混雑していないチャネルを検索するには、least-congested
を入力します。

channel {frequency |
least-congested | width [20 |
40-above | 40-below] | dfs}

ステップ 3   

•使用する帯域幅を指定するにはwidthオプションを使用します。
このオプションは、Cisco 800シリーズ ISRワイヤレスデバイス
で使用できます。使用可能な設定は、20、40-above、40-belowの
3つです。 40-below:

◦ 20を選択すると、チャネル幅が 20 MHzに設定されます。

◦ 40-aboveを選択すると、拡張チャネルをコントロールチャ
ネルの上に重ねた状態でチャネル幅が 40 MHzに設定され
ます。

◦ 40-belowを選択すると、拡張チャネルをコントロールチャ
ネルの下に重ねた状態でチャネル幅が 40 MHzに設定され
ます。

動的周波数選択（DFS）に関する欧州連合の規制に準拠す
る 5 GHzの無線については、channelコマンドはディセーブ
ルに設定されています。詳細については、「ワールドモー

ドのイネーブル化とディセーブル化, （39ページ）」を参
照してください。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 5   
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ワールドモードのイネーブル化とディセーブル化

802.11dワールドモード、Ciscoレガシーワールドモード、またはワールドモードローミングを
サポートするようワイヤレスデバイスを設定できます。ワールドモードをイネーブルにすると、

ワイヤレスデバイスはそのビーコンにチャネルキャリアセット情報を追加します。ワールドモー

ドがイネーブルになっているクライアントデバイスは、キャリアセット情報を受信して、それぞ

れの設定を自動的に調整します。たとえば、日本で主に使用されるクライアントデバイスがイタ

リアに移され、そこでネットワークに参加した場合、ワールドモードに依存して、そのチャネル

と電力の設定を自動的に調整することができます。シスコクライアントデバイスでは、ワイヤレ

スデバイスが 802.11dを使用しているのか、あるいはシスコレガシーワールドモードによりワ
イヤレスデバイスで使用されているモードに一致するワールドモードを自動的に使用しているの

かを検出します。

ワールドモードを常にオンに設定することも可能です。この設定では、基本的にアクセスポイン

トが各国間でローミングされ、必要に応じてその設定が変更されます。ワールドモードはデフォ

ルトではディセーブルに設定されています。

ワールドモードのイネーブル化

ワールドモードをイネーブルにするには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従いま
す。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0 }
3. world-mode {dot11d country_code code {both | indoor | outdoor} | world-mode roaming | legacy}
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interface dot11radio {0 }ステップ 2   

ワールドモードをイネーブルにします。world-mode {dot11d
country_code code {both | indoor

ステップ 3   

• 802.11dワールドモードをイネーブルにするには、dot11dオプ
ションを入力します。
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目的コマンドまたはアクション

◦ dot11dオプションを入力する場合、2文字の ISO国番号（た
とえば、米国の ISO国番号は US）を入力する必要があり

| outdoor} | world-mode roaming
| legacy}

ます。ISO国番号の一覧は ISOのWebサイトに掲載されて
います。

◦国番号の後に、ワイヤレスデバイスの配置場所を示すため
に indoor、outdoor、または bothと入力します。

•シスコのレガシーワールドモードをイネーブルにするには、
legacyオプションを入力します。

• world-mode roamingオプションを入力し、継続的なワールドモー
ドコンフィギュレーションでアクセスポイントを配置します。

レガシーワールドモードを使用するには、Aironet拡張機
能をイネーブルにする必要がありますが、802.11dワールド
モードではこの拡張機能は不要です。Aironet拡張機能はデ
フォルトではイネーブルに設定されています。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 5   

次の作業

ワールドモードを無効にするには、world-modeコマンドの no形式を使用します。

short 無線プリアンブルのイネーブル化とディセーブル化
無線プリアンブル（ヘッダーと呼ばれる場合もある）は、パケットの先頭にあるデータ部です。

ここには、ワイヤレスデバイスとクライアントデバイスのパケットの送受信に必要な情報が含ま

れています。無線プリアンブルを longまたは shortに設定できます。

• Short：shortプリアンブルを使用すると、スループットのパフォーマンスが向上します。

• Long：longプリアンブルは、ワイヤレスデバイスと Cisco Aironet無線 LANアダプタのすべ
ての初期モデル間との互換性を確保します。これらのクライアントデバイスがワイヤレス

デバイスにアソシエートしない場合、短いプリアンブルは使用しないようにします。

5 GHz無線では無線プリアンブルに shortと longを設定できません。
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short 無線プリアンブルのディセーブル化
short無線プリアンブルをディセーブルにするには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに
従います。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0 }
3. no preamble-short
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

2.4-GHz無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュ
レーションモードを開始します。

interface dot11radio {0 }ステップ 2   

shortプリアンブルをディセーブルにし、longプリアンブルをイ
ネーブルにします。

no preamble-shortステップ 3   

デフォルトでは shortプリアンブルがイネーブルに設
定されています。shortプリアンブルがディセーブル
になっている場合、イネーブルにするには

preamble-shortコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 5   

次の作業

送受信アンテナ

データの送受信時にワイヤレスデバイスで使用されるアンテナを選択できます。受信アンテナお

よび送信アンテナの両方に 4つのオプションがあります。

• Gain：対称のアンテナゲインをデシベル（dB）で設定します。
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• Diversity：デフォルト設定。最適な信号を受信するアンテナがワイヤレスデバイスで使用さ
れます。ワイヤレスデバイスに 2つの固定（取り外し不能）アンテナがある場合は、受信と
送信の両方にこの設定を使用します。

• Right：ワイヤレスデバイスに取り外し可能なアンテナが使用されており、高ゲインアンテ
ナがワイヤレスデバイスの右側のコネクタに取り付けられている場合は、受信と送信の両方

にこの設定を使用します。ワイヤレスデバイスの背面パネルに向かって、右にあるのが右側

のアンテナになります。

• Left：ワイヤレスデバイスに取り外し可能なアンテナがあり、高ゲインアンテナがワイヤレ
スデバイスの左側のコネクタに取り付けられている場合は、受信と送信の両方にこの設定を

使用します。ワイヤレスデバイスの背面パネルに向かって、左にあるのが左側のアンテナに

なります。

送受信アンテナの設定については、次の項を参照してください。

送受信アンテナの設定

ワイヤレスデバイスがデータの送受信に使用するアンテナを選択するには、特権 EXECモードで
次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0 }
3. gain dB
4. antenna receive {diversity | left | right}
5. end
6. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interface dot11radio {0 }ステップ 2   

802.11g/n 2.4 GHz無線は radio 0です。

デバイスに接続されたアンテナの結果のゲインを指定します。gain dBステップ 3   

• –128～ 128 dBの値を入力します。必要に応じて、1.5などの
小数値を使用できます。
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目的コマンドまたはアクション

Cisco 860および Cisco 880 ISRは、取り外しできない固
定アンテナを付けて出荷されています。これらのモデル

にアンテナゲインを設定できません。

（注）

受信アンテナを diversity、left、または rightに設定します。antenna receive {diversity | left |
right}

ステップ 4   

2つのアンテナを使用してパフォーマンスを最適にする
には、受信アンテナの設定にデフォルトのdiversityを使
用します。1つのアンテナの場合、アンテナを右側に取
り付け、アンテナを rightに設定します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 6   

Aironet 拡張機能のディセーブル化およびイネーブル化
デフォルトでは、ワイヤレスデバイスは Cisco Aironet 802.11拡張機能を使用して Cisco Aironetク
ライアントデバイスの機能を検出し、ワイヤレスデバイスとアソシエートしたクライアントデ

バイスとの間の特定の相互作用に必要な機能をサポートします。次の機能をサポートするには、

Aironet拡張機能をイネーブルにする必要があります。

•ロードバランシング：ワイヤレスデバイスでは、Aironet拡張機能を使用して、クライアン
トデバイスに対し、ネットワークに対する最適な接続を提供するアクセスポイントを指示

します。この場合、そのような要素の基準となるのは、ユーザ数、ビットエラーレート、

および信号強度です。

•メッセージ整合性チェック（MIC）：暗号化されたパケットへの攻撃（ビットフリップ攻撃）
を阻止するために新しく追加されたWEPセキュリティ機能。MICは、ワイヤレスデバイス
および関連付けられているすべてのクライアントデバイスに実装され、数バイトを各パケッ

トに付加することによって、パケットの不正改ざんを防止します。

•ロードバランシング：ワイヤレスデバイスでは、Aironet拡張機能を使用して、クライアン
トデバイスに対し、ネットワークに対する最適な接続を提供するアクセスポイントを指示

します。この場合、そのような要素の基準となるのは、ユーザ数、ビットエラーレート、

および信号強度です。

• Cisco Key Integrity Protocol（CKIP）：シスコのWEPキー置換技術で、IEEE 802.11iセキュリ
ティタスクグループにより開示された初期のアルゴリズムに基づいています。標準ベース

のアルゴリズムである一時キー整合性プロトコル（TKIP）の場合は、Aironet拡張機能をイ
ネーブルにする必要はありません。

•ワールドモード（レガシーのみ）：レガシーワールドモードがイネーブルになっているク
ライアントデバイスは、ワイヤレスデバイスからキャリアセット情報を受信して、それぞ
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れの設定を自動的に調整します。802.11dワールドモードを使用する場合、Aironet拡張機能
は不要です。

•アソシエートされたクライアントデバイスの電力レベルの制限：クライアントデバイスが
ワイヤレスデバイスにアソシエートするとき、そのワイヤレスデバイスは最大許可電力レ

ベル設定をクライアントに送信します。

Aironet拡張機能をディセーブルにすると、上記の機能はディセーブルになりますが、シスコ以外
のクライアントデバイスがワイヤレスデバイスにアソシエートしやすくなる場合があります。

Aironet 拡張機能のディセーブル化
Aironet拡張機能はデフォルトではイネーブルに設定されています。Aironet拡張機能をディセーブ
ルにするには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従います。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0 }
3. no dot11 extension aironet
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface dot11radio {0 }ステップ 2   

802.11g/n 2.4-GHz無線は radio 0です。

Aironet拡張機能をディセーブルにします。no dot11 extension aironetステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存

します。

copyrunning-configstartup-configステップ 5   

次の作業

Aironet拡張機能がディセーブルになっている場合、イネーブルにするには dot11 extension aironet
コマンドを使用します。
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イーサネットカプセル化トランスフォーメーション方式

ワイヤレスデバイスが 802.3パケット以外のデータパケットを受信する場合、カプセル化トラン
スフォーメーション方式を使用してパケットを 802.3にフォーマットする必要があります。この
変換方式には次の 2種類があります。

• 802.1H：この方式は、シスコ無線製品用に最適なパフォーマンスを提供します。

• RFC 1042：この設定を使用すると、非シスコ無線機器との相互運用性が確保されます。
RFC1042は、802.1Hほどの相互運用性は保証されませんが、他のメーカーの無線機器で使用
されています。

イーサネットカプセル化トランスフォーメーション方式の設定方法については、次の項を参照し

てください。

イーサネットカプセル化トランスフォーメーション方式の設定

カプセル化トランスフォーメーション方式を設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のス
テップに従います。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0 }
3. payload-encapsulation {snap | dot1h}
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface dot11radio {0 }ステップ 2   

802.11g/n 2.4-GHz無線は radio 0です。

カプセル化トランスフォーメーション方式を RFC 1042
（snap）または802.1h（dot1h、デフォルト設定）に設定しま
す。

payload-encapsulation {snap |
dot1h}

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存し

ます。

copyrunning-configstartup-configステップ 5   

Public Secure Packet Forwarding のイネーブル化とディセーブル化
パブリックセキュアパケットフォワーディング（PSPF）では、アクセスポイントに関連付けら
れているクライアントデバイスがアクセスポイントに関連付けられている他のクライアントデ

バイスと何らかの理由によりファイルを共有したり通信したりしないように防止します。PSPF
は、LANのその他の機能を提供せずにクライアントデバイスに対するインターネットアクセス
を提供します。この機能は、空港や大学の構内などに敷設されている公衆ワイヤレスネットワー

クに有用です。

異なるアクセスポイントにアソシエートするクライアント間の通信を防ぐために、ワイヤレ

スデバイスを接続するスイッチに保護ポートを設定する必要があります。保護ポートの設定

方法については、関連資料, （21ページ）を参照してください。

（注）

ワイヤレスデバイス上で CLIコマンドを使用して PSPFをイネーブルまたはディセーブルにする
には、ブリッジグループを使用します。ブリッジグループおよびそれらを実装する手順の詳細に

ついては、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ibm/configuration/guide/bcftb_ps1835_TSD_Products_
Configuration_Guide_Chapter.html

Public Secure Packet Forwarding の設定
PSPFはデフォルトでディセーブルに設定されています。PSPFをイネーブルにするには、特権
EXECモードで開始し、次のステップに従います。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0}
3. bridge-group group port-protected
4. end
5. copyrunning-configstartup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface dot11radio {0}ステップ 2   

802.11g/n 2.4-GHz無線は radio 0です。

PSPFをイネーブルにします。bridge-group group port-protectedステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存

します。

copyrunning-configstartup-configステップ 5   

次の作業

PSPFを無効にするには、bridgegroupコマンドの no形式を使用します。

保護ポートの設定

使用している無線 LANの異なるアクセスポイントに関連付けられているクライアントデバイス
間の通信を防止するには、ワイヤレスデバイスが接続されているスイッチ上で保護ポートを設定

する必要があります。

使用しているスイッチ上で保護ポートとしてポートを定義するには、特権 EXECモードで次の手
順を実行します。

手順の概要

1. configureterminal
2. interface interface-id
3. switchportprotected
4. end
5. showinterfaces interface-idswitchport
6. copyrunning-configstartup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始

します。

interface interface-idステップ 2   

• wlan-gigabitethernet0など、設定を行うスイッチポー
トインターフェイスのタイプと番号を入力します。

インターフェイスを保護ポートとして設定します。switchportprotectedステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

入力を確認します。showinterfaces
interface-idswitchport

ステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存し

ます。

copyrunning-configstartup-configステップ 6   

次の作業

保護ポートを無効にするには、noswitchportprotectedコマンドを使用します。

保護ポートとポートブロッキングについての詳細は、『Catalyst 3550 Multilayer Switch Software
Configuration Guide, 12.1(12c)EA1』の「Configuring Port-Based Traffic Control」の章を参照してくだ
さい。次のリンクをクリックすると上記のガイドを参照できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3550/software/release/12.1_12c_ea1/ configuration/
guide/3550scg.html

ビーコン周期と DTIM
ビーコン期間は、アクセスポイントビーコン間の時間数をキロマイクロ秒（Kmicrosecs）で表し
たものです。1キロマイクロ秒は 1,024マイクロ秒に相当します。データビーコンレートは常に
ビーコン周期の倍数で、ビーコンにどの程度の頻度で Delivery Traffic Indication Message（DTIM）
が含まれるかを決定します。DTIMは、省電力モードのクライアントデバイスに、パケットがク
ライアント待ちであることを通知します。

たとえば、ビーコン周期がデフォルトとして 100に設定されており、データビーコンレートが 2
に設定されているとすると、ワイヤレスデバイスでは 200キロマイクロ秒ごとに DTIMを 1個含
むビーコンを送信します。

デフォルトのビーコン間隔は 100、デフォルトの DTIMは 2です。

ビーコン周期と DTIMの設定については、次のセクションを参照してください。
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ビーコン周期と DTIM の設定
ビーコン期間および DTIMを設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従いま
す。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0}
3. beacon period value
4. beacon dtim-period value
5. end
6. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface dot11radio {0}ステップ 2   

802.11g/n 2.4 GHz無線は radio 0です。

ビーコン期間を設定します。beacon period valueステップ 3   

•値をキロマイクロ秒単位で入力します。

DTIMを設定します。beacon dtim-period valueステップ 4   

•値をキロマイクロ秒単位で入力します。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存し

ます。

copyrunning-configstartup-configステップ 6   

RTS しきい値とリトライ回数
送信要求（RTS）しきい値は、パケット送信前にワイヤレスデバイスが RTSを発行するときの基
準となるパケットサイズを決定します。多くのクライアントデバイスがワイヤレスデバイスに

関連付けられているエリアや、クライアントが互いに離れているためワイヤレスデバイスのみ検
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出できてクライアント同士は検出できないエリアでは、RTSしきい値設定を低くすると便利なこ
とがあります。設定値を 0～ 2347バイトの範囲で入力します。

最大RTSリトライ回数は、ワイヤレスデバイスが無線を介したパケット送信の試行を中止するま
でに RTSを発行する最大回数です。1～ 128の範囲の値を入力します。

すべてのアクセスポイントおよびブリッジに対するデフォルトの RTSしきい値は 2347、デフォ
ルトの最大 RTSリトライ回数設定は 32です。

RTS しきい値とリトライ回数の設定
RTSしきい値および最大 RTS再試行回数を設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のス
テップに従います。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface dot11radio {0}
3. rts threshold value
4. rts retries value
5. end
6. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface dot11radio {0}ステップ 2   

2.4-GHzおよび 802.11g/n 2.4-GHzは radio 0です。

RTSしきい値を設定します。rts threshold valueステップ 3   

• RTSしきい値は 0～ 2347の範囲で入力します。

最大 RTS再試行回数を入力します。rts retries valueステップ 4   

• 1～ 128の範囲の値を入力します。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 6   
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次の作業

RTS設定をデフォルトにリセットするには、rtsコマンドの no形式を使用します。

最大データリトライ回数

最大データリトライ回数設定では、ワイヤレスデバイスがパケットを廃棄するまでに、パケット

送信を試行する回数を決定します。デフォルト設定は 32です。

最大データ再試行回数の設定

最大データ再試行回数を設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従います。

手順の概要

1. configureterminal
2. interfacedot11radio{0}
3. packetretries value
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interfacedot11radio{0}ステップ 2   

802.11g/n 2.4-GHz無線は radio 0です。

最大データ再試行回数を入力します。packetretries valueステップ 3   

• 1～ 128の範囲の値を入力します。

設定をデフォルトにリセットするには、packetretries
コマンドの no形式を使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 5   
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次の作業

フラグメンテーションしきい値の設定

フラグメンテーションしきい値は、パケットのフラグメント化（ブロックではなく断片化して送

信）のサイズを決定します。通信状態の悪いエリアや電波干渉が非常に多いエリアでは、低い数

値を設定します。デフォルト設定は 2346バイトです。

フラグメントしきい値の設定

フラグメンテーションしきい値を設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従
います。

手順の概要

1. configureterminal
2. interfacedot11radio{0}
3. fragment-threshold value
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

無線インターフェイスのインターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interfacedot11radio{0}ステップ 2   

802.11g/n 2.4-GHzおよび 5-GHzは radio 0です。

フラグメンテーションしきい値を設定します。fragment-threshold valueステップ 3   

• 2.4GHz無線の場合は256～2346バイトの間で入力します。

• 5GHz無線の場合は 256～ 2346バイトの間で入力します。

設定をデフォルトにリセットするには、

fragment-thresholdコマンドの no形式を使用します。
（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 5   
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次の作業

802.11g 無線の short スロット時間のイネーブル化
802.11g 2.4 GHz無線のスループットの向上に、shortスロット時間を使用できます。スロット時間
を標準の 20マイクロ秒から 9マイクロ秒の shortスロット時間まで短縮すると、全体のバックオ
フが減少し、スループットが向上します。バックオフは、スロット時間の倍数であり、LAN上に
パケットを送信するまでにステーションが待機するランダムな長さの時間です。

多くの 802.11g無線は shortスロット時間をサポートしていますが、サポートしていないものもあ
ります。shortスロット時間をイネーブルにすると、ワイヤレスデバイスでは、802.11g 2.4GHz無
線に関連付けられているすべてのクライアントがshortスロット時間をサポートしているときにだ
け shortスロット時間を使用します。

Shortスロット時間は、802.11g 2.4-GHz無線上でだけサポートされています。shortスロット時間
は、デフォルトではディセーブルに設定されています。

無線インターフェイスモードで short-slot-timeコマンドを入力し、shortスロット時間をイネーブ
ルにします。

ap(config-if)# short-slot-time

shortスロット時間をディセーブルにするには、short-slot-timeコマンドの no形式を使用します。

キャリアビジーテストの実行

キャリアビジーテストを実行して、ワイヤレスチャネルでの無線アクティビティをチェックし

ます。キャリアビジーテストでは、キャリア検査を実行して検査結果を表示するまでの約 4秒
間、ワイヤレスデバイスはワイヤレスネットワーキングデバイスとのアソシエーションをすべ

て停止します。

特権 EXECモードで、次のコマンドを入力して、キャリアビジーテストを実行します。

dot11 interface-number carrier busy

2.4 GHz無線で検査を実行するには、interface-numberに dot11radio 0を入力します。

キャリアビジーテストの結果を再表示するには、showdot11carrierbusyコマンドを使用します。

VoIP パケット処理の設定
アクセスポイントの無線ごとの VoIPパケット処理の質は、クラスサービス（CoS）5（ビデオ）
および CoS 6（音声）ユーザプライオリティの低遅延における 802.11 MAC動作を強化すること
で改善できます。

アクセスポイントの VoIPパケット処理を設定するには、次のステップに従います。

1 ブラウザを使用して、アクセスポイントにログインします。

2 Webブラウザインターフェイスの左側にあるタスクメニューで [Services]をクリックします。
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3 Servicesのリストが展開されたら、[Stream]をクリックします。
[Stream]ページが表示されます。

4 設定する無線のタブをクリックします。

5 CoS5（ビデオ）およびCoS6（音声）ユーザ設定のどちらについても、[PacketHandling]ドロッ
プダウンメニューから [Low Latency]を選択し、対応するフィールドにパケット破棄の最大再
試行回数の値を入力します。

最大再試行回数のデフォルト値は、Low Latency設定では 3です。この値は、損失したパケッ
トを廃棄する前に、アクセスポイントがパケットを取得しようとする回数を示します。

図 3：パケット処理の設定

CoS 4（負荷制御）ユーザの優先順位およびその最大再試行回数も設定できます。（注）

6 [Apply]をクリックします。

WLAN の設定
ここでは、Cisco 810、860、880、890シリーズルータのワイヤレス LAN（WLAN）の設定タスク
について説明します。この章の内容は次のとおりです。

このセクションは、C866VAE-K9、C867VAE、および C867VAE-K9 SKUには該当しません。
これらの SKUは、WLANをサポートしていません。

（注）

Web ベースインターフェイスを使用した WLAN の設定
ワイヤレスLAN（WLAN）の情報を表示して設定を行うには、Webベースのインターフェイスを
使用します。CLIベースのWLANインターフェイスについては、CLIベースインターフェイスを
使用したWLANの設定, （63ページ）を参照してください。
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Web ベースの WLAN インターフェイスへの接続
WebベースのWLANインターフェイスに接続するには、Webブラウザでアドレス http://10.10.10.2
を開きます。

デフォルトのクレデンシャルでログインします。

ユーザ名: admin

パスワード: admin

デフォルトのWLANクレデンシャルを使用すると、初回ログイン時、パスワードを変更する
ようにユーザにプロンプトが表示されます。

（注）

Web ベースのインターフェイスにアクセスするためのアドレス

Webベースのインターフェイスにアクセスするためのアドレスを変更できます。Webベースイン
ターフェイスへのアクセスの設定, （56ページ）を参照してください。

DHCP サーバ設定

デフォルトでは、DHCPサーバは設定されません。Cisco IOS CLIを使用して VLAN 1に DHCPパ
ラメータを設定します。

サブネット

ルータを含むLAN内のデバイスからインターフェイスに接続します。デバイスは、ルータにアク
セスするために設定されたサブネット内に存在する必要があります。デフォルトのサブネットマ

スクは 255.255.255.0です。

デバイス情報の表示

左側のパネルで、[DeviceInfo] -> [Summary]の順にクリックし、次のデバイス情報を表示する
[Device Info]ページを開きます。

•ドライバのアップグレードまたはトラブルシューティングに必要なハードウェアおよびドラ
イバ情報

接続統計情報の表示

左側のパネルで、[DeviceInfo] -> [Statistics]の順にクリックし、送受信したパケットの統計情報を
表示する [Statistics - WLAN]ページを開きます。ページが自動的に更新されます。

Cisco 800 シリーズサービス統合型ルータソフトウェアコンフィギュレーションガイド
55

ワイヤレスデバイスの設定

Web ベースインターフェイスを使用した WLAN の設定



Web ベースインターフェイスへのアクセスの設定
左側のパネルで、[DeviceInfo] -> [NetworkInterface]の順にクリックし、Webベースのインター
フェイスへのアクセスを設定できる [Network Interface Setup]ページを開きます。

このページには、Webベースのインターフェイスへのアクセスに使用する IPアドレスおよびサブ
ネットマスクが表示されます。Webベースのインターフェイスにアクセスするための新しい IP
アドレスとサブネットマスクを入力できます。デフォルトの値は次のとおりです。

IP: 10.10.10.2

サブネットマスク： 255.255.255.248

IPv4値のみを入力します。IPv6はサポートされていません。（注）

IPアドレスを別のサブネットに変更するには、VLAN1も同じサブネット上に存在するように
変更する必要があります。

（注）

Webベースのインターフェイスは、同じサブネット内のデバイスからのみアクセスできます。（注）

基本的なワイヤレス設定

左側のパネルで、[Wireless] -> [Basic]の順にクリックし、ワイヤレス LAN（WLAN）のオプショ
ンを設定できる [Wireless - Basic]ページを開きます。

Main SSID

[Wireless - Basic]ページの上部にある以下のオプションは、メイン SSID（Service Set Identification）
に適用されます。

• Enable Wireless：WLAN機能を有効/無効にします。

• Hide Access Point：SSIDの非表示は簡単なセキュリティ対策になり、許可されていないユー
ザによるネットワークアクセスの防止に役立ちます。この機能が有効な場合、WLANアク
セスポイントの SSIDはブロードキャストされないため、ワイヤレススヌーピングがさらに
難しくなります。

• Clients Isolation：特定の SSIDに接続されているワイヤレスクライアントが同じ SSIDに接続
されている他のワイヤレスクライアントと通信しないようにします。

• Disable WMM Advertise：WMM（WiFi Multimedia）機能を無効にします。WMM機能は、メ
ディアトラフィックに優先順位を付けてメディア伝送を改善します。

• Enable Wireless Multicast Forwarding（WMF）：Wireless Multicast Forwarding（WMF）機能を
有効にします。
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• SSID：WLANのアクセスに使用するメイン SSID。同じ SSIDを使用してWLANに接続され
ているデバイスは、同じドメイン内で動作します。メインSSIDを無効にする唯一の方法は、
WLANを完全に無効にすることです。

• BSSID：メイン SSIDのMACアドレス。有効な SSIDごとに個別の BSSIDがあります。

• MaxClients：メインSSIDに接続できるクライアントの最大数を設定します。デフォルト値：
16、推奨最大値：16、理論上の最大値：128

ゲスト SSID

[Wireless - Basic]ページの下部にある表は、ゲストデバイスをWLANに接続するためのゲスト
SSIDを示しています。ゲスト SSIDごとに、メイン SSIDと同様のオプションを設定できます。

デフォルトの SSID 値

デフォルトの SSID値は次のとおりです。

•メイン SSID：Cisco860

•ゲスト SSID 1：Cisco860_Guest1

•ゲスト SSID 2：Cisco860_Guest2

•ゲスト SSID 3：Cisco860_Guest3

デフォルトでは、メイン SSIDが有効、ゲスト SSIDは無効です。（注）

セキュリティの設定

左側のパネルで、[Wireless] -> [Security]の順にクリックし、各アクセスポイントのセキュリティ
設定を表示する [Wireless - Security]ページを開きます。

以下の手順を実行し、アクセスポイントにセキュリティ設定を行います。

1 [Select SSID]ドロップダウンリストで、設定する SSIDを選択します。
2 ドロップダウンリストを使用して、SSIDのネットワーク認証オプションを選択します。認証
の種類を選択すると、認証の種類に固有の追加オプションが表示されます。

デフォルトで、ネットワーク認証はオープン、WEP暗号化は各 SSIDに対して無効です。（注）

3 [Apply/Save]をクリックします。

MAC フィルタリングの設定
左側のパネルで、[Wireless] -> [MACFilter]の順にクリックし、デバイスMACアドレスに従って
特定の SSIDにアクセスを制限できる [Wireless - MAC Filter]ページを開きます。
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SSIDごとにMACアドレスを指定し、MACアドレスを許可、または拒否できます。デフォルト
では、すべての SSIDに対してMAC制限機能は無効です。

SSIDにMACフィルタリングを設定するには、次の手順を実行します。

1 [Select SSID]ドロップダウンリストで、設定する SSIDを選択します。
2 リストにMACアドレスを追加するには、[Add]をクリックしてアドレスを入力します。
3 MACアドレスをリストから削除するには、アドレスの [Remove]チェックボックスを選択し、

[Remove]をクリックします。
4 以下のオプションから、MAC制限モードを選択します。

• Disabled：機能は無効です。

• Allow：指定されたMACアドレスを持つデバイスに接続を許可します。

• Deny：指定されたMACアドレスを持つデバイスの接続を拒否します。

高度なワイヤレス設定

左側のパネルで、[Wireless] > [Advanced]の順にクリックし、表 6：高度なWLAN, （58ページ）
で説明されている高度なワイヤレス LAN（WLAN）機能を設定できる [Wireless - Advanced]ペー
ジを開きます。

表 6：高度な WLAN

説明オプション

周波数帯域。これは 2.4 GHzにプリセットされ
ています。

帯域

無線チャネル。デフォルトではチャネルを自動

的に設定しますが、特定のチャネルを選択する

こともできます。チャネルオプションは地理的

地域によって異なります。

チャネル

（チャネルが [Auto]に設定されている場合に有
効）

最善のチャネルを判断するために再度スキャニ

ングを開始する前に待機する分数。

範囲：1～ 35791394分

Auto Channel Timer (min)

802.11nサポートを有効/無効にします。802.11n/EWC

（802.11n/EWCは [Auto]に設定する必要があり
ます）

802.11nのレートを設定します。

802.11n Rate
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説明オプション

（802.11n/EWCは [Auto]に設定する必要があり
ます）

RTS/CTS保護を設定します。

802.11n Protection

（802.11n/EWCは [Auto]に設定する必要があり
ます）

802.11n以外はサポートを無効にします。

Support 802.11n Client Only

（802.11n/EWCは [Auto]に設定する必要があり
ます）

RIFS（Reduced Inter-Frame Space）アドバタイズ
メントを有効/無効にします。

RIFS Advertisement

（802.11n/EWCは [Auto]に設定する必要があり
ます）

省電力モードを有効/無効にします。

RX Chain Power Save

（802.11n/EWCは [Auto]に設定する必要があ
り、[RX Chain Power Save]は有効に設定する必
要があります）

省電力モードに移行する前に待機する時間間隔

（秒）。

範囲は 0～ 2147483647秒です。

RX Chain Power Save Quiet Time

（802.11n/EWCは [Auto]に設定する必要があ
り、[RX Chain Power Save]は有効に設定する必
要があります）

PPS（1秒あたりのパケット数）しきい値。PPS
がしきい値を下回ると、ルータは [RX Chain
Power Save Quiet Time]フィールドに設定されて
いる秒数後に省電力モードになります。

範囲：0～ 2147483647（1秒あたりのパケット
数）

RX Chain Power Save PPS

（802.11n/EWCは [Disabled]に設定する必要が
あり、802.11n Rateは [Use 54g Rate]に設定する
必要があります）

54gレートを設定します。

54g Rate
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説明オプション

マルチキャストパケットの送信/受信レート。

802.11n/EWCが [Disabled]で、[54g
Mode]が [802.11b Only]に設定されて
いる場合、オプションは異なります。

（注）

Multicast Rate

ワイヤレスクライアントがサポートするデータ

レート。

Basic Rate

超過するとデータが断片化される最大パケット

サイズ（バイト）。

範囲：256～ 2346バイト

Fragmentation Threshold

CTS保護メカニズムをトリガーする RTSのし
きい値。アクセスポイントがしきい値より大き

いパケットを送信する場合、これによってCTS
保護モードがトリガーされます。

範囲：0～ 2347バイト

RTS Threshold

Delivery Traffic IndicationMessage（DTIM）間隔
は、ビーコンフレームに含める情報で、次に予

定されているバッファデータがAPにあること
をクライアントに知らせます。間隔はビーコン

の数で指定します。たとえば、DTIM間隔を 2
に設定すると、クライアントは 2ビーコンごと
にウェイクアップし、AP上にバッファデータ
がないかチェックします。

範囲：1～ 255ビーコン

DTIM Interval

ビーコン送信間の時間の長さ。

範囲：1～ 65535ミリ秒

ビーコン間隔（Beacon Interval）

APに接続できるクライアントの最大数の上限。
各 SSIDの「最大クライアント」設定で、この
制限を超えることはできません。

範囲：1～ 128、デフォルト値：16、推奨最大
値：16、理論上の最大値：128

Global Max Clients

送信電力のレベルを設定します。送信電力

WMM機能、802.11のQuality of Service（QoS）
機能を有効/無効にします。

WMM（Wi-Fi Multimedia）
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説明オプション

（WMM（Wi-Fiマルチメディア）は [Enabled]
または [Auto]に設定する必要があります）

WMM No Acknowledgementを有効/無効にしま
す。

WMM No Acknowledgement

（WMM（Wi-Fiマルチメディア）は [Enabled]
または [Auto]に設定する必要があります）

WMMAutomatic Power SaveDelivery機能を有効/
無効にします。

WMMが [Auto]モードの場合、WMM
APSDは [Enabled]に設定し、クライ
アントが省電力モードを使用できるよ

うにする必要があります。WMMが
「有効」モードの場合、クライアント

はWMMAPSDが「有効」または「無
効」かどうかに関係なく、省電力モー

ドを使用できます。

（注）

WMM APSD

（802.11n/EWCは [Disabled]に設定する必要が
あります）

54gモードを設定します。

54g Mode

（802.11n/EWCは [Disabled]に設定する必要が
あります）

このフィールドを [Auto]に設定すると、
RTS/CTS保護メカニズムが有効になります。

54g Protection

（802.11n/EWCは [Disabled]に設定する必要が
あります）54g Modeは [54g Auto]または
[802.11b only]のいずれかに設定する必要があり
ます。

AP-to-WLANクライアント通信に使用するCRC
（巡回冗長検査）ブロックの長さを指定しま

す。

Preamble Type

ステーション情報

左側のパネルで、[Wireless] -> [StationInfo]の順にクリックし、ワイヤレス LAN（WLAN）に対
して認証されているクライアント、および各クライアントの状態を表示する [Wireless -Authenticated
Stations]ページを開きます。
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Web ベースのインターフェイスに接続するパスワードの設定

左側のパネルで、[Management]をクリックし、管理者パスワードを設定できる [Access Control -
Passwords]ページを開きます。

ユーザ名は、adminでなければなりません。パスワードは、このページにある手順に従って変更
できます。デフォルトのパスワードは adminです。

管理者アカウントには、ルータ設定に関して無制限の権限があります。（注）

WLAN設定をデフォルトに戻すには、Cisco IOS CLIを使用して、フラッシュメモリから
wlconfig.txtファイルを削除します。

（注）

ワイヤレス LAN の構成をファイルに保存する

左側のパネルで、[Configuration] -> [Backup]の順にクリックし、ワイヤレスの構成をまとめた設
定ファイルを保存します。ファイルは、GUIのアクセスに使用しているワークステーションにロー
カルに保存されます。保存されている設定をローカルファイルからロードする方法については、

無線 LANの設定ファイルの読み込み, （62ページ）を参照してください。

無線 LAN の設定ファイルの読み込み

左側のパネルで、[Configuration] -> [Update]の順にクリックし、GUIへのアクセスに使用するワー
クステーションから、無線 LANを構成するための設定ファイルを読み込みます。

設定ファイルを読み込むとルータが再起動されるため、現在アクティブな接続が中断されま

す。

注意

設定ファイルをローカルに保存する方法については、ワイヤレスLANの構成をファイルに保存す
る, （62ページ）を参照してください。

設定ファイルは、複数の異なるルータに特定の設定を読み込むのに使用できます。（注）

デフォルト設定の復元

左側のパネルで、[Configuration] -> [RestoreDefault]の順にクリックし、ワイヤレス LAN設定を
デフォルトに復元します。
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デフォルト設定を復元するとルータが再起動されるため、現在アクティブな接続が中断されま

す。

注意

CLI ベースインターフェイスを使用した WLAN の設定
ワイヤレス LAN（WLAN）の情報を表示して設定を行うには、CLIベースのインターフェイスを
使用します。WebベースのWLANインターフェイスについては、Webベースインターフェイス
を使用したWLANの設定, （54ページ）を参照してください。

次の項を参照してください。

WLAN CLI インターフェイス
WLAN CLIインターフェイスは、IOSの CLIインターフェイスに似ています。

CLIインターフェイスを開始すると、次のようにプロンプトが表示されます。

ap#

Cisco IOSと同様に、プロンプトはコマンドモードを示します。たとえば、configureterminalコマ
ンドを使用してグローバルコンフィギュレーションモードを開始すると、プロンプトは以下に変

わります。

ap(config)#

特定のモードを終了するには、exitコマンドを使用します。

次に例を示します。

ap(config)# exit

ap#

WLAN CLI のコマンド情報の表示
疑問符（?）を入力すると、使用可能なコマンドオプションに関する情報が表示されます。この
機能では、コマンドと関連するコマンドオプションに関する情報に簡単にアクセスできます。

例：WLAN CLI のコマンド情報の表示

インターフェイスコンフィギュレーションモードで、?をプロンプトで入力すると、このモード
で使用できるコマンドが表示されます。

ap(config-if)# ?
exit Exit from config-if mode
ip Interface Internet Protocol config commands
no Negate a command or set its defaults
shutdown Shutdown the interface
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以下に示すように SSIDコンフィギュレーションモードで、encryptionmodewep?を入力すると、
encryptionmodewepコマンドでWEP暗号化モードを設定する際に選択できるオプションが表示さ
れます。

ap(config-ssid)# encryption mode wep ?
current-key Network Key to use
encryption-strength Encryption strength
key Set encryption keys
<cr>

このコマンドには、3つの引数（current-key、encryption-strength、key）を入力できます。<cr>オ
プションは、オプションを追加しなくても単独で encryptionmodewepを使えることを示します。
この例で、引数を追加せずにコマンドを入力すると、WEP暗号化が有効になります。

WLAN CLI インターフェイスへの接続
WLAN CLIに接続するには、次の手順を実行します。

1 Cisco IOSコマンドラインから目的の IPアドレスを指定して、ループバックインターフェイス
を作成します。Cisco IOSでのループバックインターフェイスの作成については、「Cisco IOS
Master Commands List」（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html）を
参照してください。

2 ループバックインターフェイスに指定されている IPアドレスとポート 2002に Telnetで接続し
ます。

3 プロンプトが表示されたらログインします。

ルータに、WLAN CLIインターフェイスプロンプトが表示されます。

デフォルトのログインクレデンシャルは、ユーザ名：adminパスワード：admin です。初回
ログイン時に、デフォルトのパスワードを変更するように指示されます。

（注）

例：ループバックインターフェイスの設定

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# interface loopback 0
Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# end

例：ループバックインターフェイス経由の Telnet による WLAN CLI へのアクセス

Router# telnet 1.1.1.1 2002
Trying 1.1.1.1, 2002 ... Open
Connecting to AP console, enter Ctrl-^ followed by x,
then "disconnect" to return to router prompt
ap#
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WLAN CLI インターフェイスの終了
WLAN CLIを終了し、Cisco IOS CLIプロンプトに戻るには、CTRL-SHIFT-6、次に x、さらに
[disconnect]を押します。

Web ベースインターフェイスの IP アドレスの設定
デフォルトでは、WebベースのWLANインターフェイスへのアクセスに IPアドレス 10.10.10.2
が使用されます。

Webベースのインターフェイスへのアクセスに使われるブリッジインターフェイスの IPアドレ
スを変更するには、以下の手順を実行します。

手順の概要

1. configureterminal
2. interfaceBVI1
3. ipaddress IP-address subnet-mask

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。configureterminal

例：

ap# configure terminal

ステップ 1   

例：

ap(config)#

インターフェイス番号interfaceBVI1

例：

ap(config)# interface BVI 1

ステップ 2   

新しい IPアドレスとサブネットマスクを設定します。ipaddress IP-address subnet-mask

例：

ap(config-if)# ip address 10.10.10.2
255.255.255.248

ステップ 3   

IPv4アドレスのみを使用しま
す。

（注）

設定した IPアドレスを表示するには、
showinterfacesBVI1コマンドを使用します
（BVI1インターフェイスの詳細の表示,（101
ページ）を参照）。

ヒント

Cisco 800 シリーズサービス統合型ルータソフトウェアコンフィギュレーションガイド
65

ワイヤレスデバイスの設定

CLI ベースインターフェイスを使用した WLAN の設定



WLAN のイネーブル化およびディセーブル化
デフォルトで、WLAN機能は有効です。

WLANを有効、または無効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで次の手順
を実行します。

WLANを無効にするには、shutdown、有効にするには noshutdownを使います。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. [no]shutdown

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始します。

interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

shutdown：WLANをディセーブルにします。[no]shutdown

例：

ap(config-if)# no shutdown

ステップ 2   

noshutdown：WLANをイネーブルにします。

メイン SSID の設定
メイン SSIDの名前を変更するには、以下の手順を実行します。

手順の概要

1. configureterminal
2. dot11ssid SSID-name
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。configureterminal

例：

ap# configure terminal

ステップ 1   

例：

ap(config)#

SSID-name：メイン SSID。SSIDは最大 32文字まで
使用できます。

dot11ssid SSID-name

例：

ap(config)# dot11 ssid mainssid

ステップ 2   

この例での新しい SSIDは mainssidです。

ゲスト SSID の設定
ゲスト SSIDの名前を変更するには、以下の手順を実行します。

手順の概要

1. configureterminal
2. dot11guest-ssid guest-SSID-number SSID-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。configureterminal

例：

ap# configure terminal

ステップ 1   

例：

ap(config)#

guest-SSID-number：設定するゲストSSIDを 1、2、または
3で指定します。

dot11guest-ssid guest-SSID-number SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guest1

ステップ 2   

SSID-name：新しい SSID。SSIDは最大 32文字まで使用
できます。
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目的コマンドまたはアクション

この例では、1番のゲスト SSIDに、新しい SSIDとして
guest1を指定しています。

ゲスト SSID の有効化と無効化
ゲスト SSIDを有効、または無効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下
の手順を実行します。

メイン SSIDは無効にできません。ゲスト SSIDは有効/無効にできます。デフォルトでは、ゲ
スト SSIDは無効です。

（注）

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. [no]guest-ssid guest-SSID-number SSID-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

guest-SSID-numberおよび SSID-nameで指定したゲスト SSIDを
有効にします。

[no]guest-ssid guest-SSID-number
SSID-name

例：

ap(config-if)# guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 2   

• guest-SSID-number：設定するゲストSSIDを 1、2、または
3で指定します。

• SSID-name：ゲストSSIDの名前。間違ったSSIDを入力す
ると、エラーメッセージが表示されます。

このコマンドの no形式は、指定したゲスト SSIDを
無効にします。

（注）

   Cisco 800 シリーズサービス統合型ルータソフトウェアコンフィギュレーションガイド
68

ワイヤレスデバイスの設定

CLI ベースインターフェイスを使用した WLAN の設定



アクセスポイントの非表示

SSIDを非表示、または表示するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順
を実行します。

SSID（アクセスポイント）を非表示にする方法は簡単なセキュリティ対策になり、許可され
ていないユーザによるネットワークアクセスの防止に役立ちます。SSIDを非表示にすると、
SSIDはブロードキャストされないため、ワイヤレススヌーピングがさらに難しくなります。

（注）

手順の概要

1. dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name
2. [no]hide-ap

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特定の SSIDに対して、SSIDコンフィギュレーション
モードを開始します。ap(config-ssid)プロンプトは、
SSIDコンフィギュレーションモードを示します。

dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 1   

• ssid：メイン SSID

• guest-ssid：ゲスト SSID

• guest-SSID-number：ゲスト SSID番号。これは、
guest-ssidオプションでのみ使用します。

• SSID-name：SSID名

前の手順で指定した SSIDを非表示にします。[no]hide-ap

例：

ap(config-ssid)# hide-ap

ステップ 2   

このコマンドの no形式は、指定した SSID
を表示します。

（注）

クライアントアイソレーションの有効化と無効化

特定の SSIDに対してクライアントアイソレーションを有効または無効にするには、グローバル
コンフィギュレーションモードで以下の手順を実行します。
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クライアントアイソレーションは、特定のSSIDに接続されているワイヤレスクライアントが
同じ SSIDに接続されている他のワイヤレスクライアントと通信しないようにします。

（注）

手順の概要

1. dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name
2. [no]isolate-clients

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特定の SSIDに対して、SSIDコンフィギュレーション
モードを開始します。ap(config-ssid)プロンプトは、
SSIDコンフィギュレーションモードを示します。

dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 1   

• ssid：メイン SSID

• guest-ssid：ゲスト SSID

• guest-SSID-number：ゲスト SSID番号。これは、
guest-ssidオプションでのみ使用します。

• SSID-name：SSID名

前の手順で指定した SSIDにクライアントアイソレー
ションを有効にします。

[no]isolate-clients

例：

ap(config-ssid)# isolate-clients

ステップ 2   

このコマンドの no形式は、指定した SSIDに対してク
ライアントアイソレーションを無効にします。

WMM アドバタイズの有効化と無効化
特定のSSIDに対してWiFiMultimedia（WMM）アドバタイズを有効、または無効にするには、グ
ローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を実行します。

WiFiMultimedia（WMM）アドバタイズ機能は、メディアトラフィックに優先順位を付けてメ
ディア伝送を向上させます。WMMアドバタイズは、デフォルトで有効です。

（注）
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手順の概要

1. dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name
2. [no]disable-wmm

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特定の SSIDに対して、SSIDコンフィギュレーション
モードを開始します。ap(config-ssid)プロンプトは、SSID
コンフィギュレーションモードを示します。

dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 1   

• ssid：メイン SSID

• guest-ssid：ゲスト SSID

• guest-SSID-number：ゲスト SSID番号。これは、
guest-ssidオプションでのみ使用します。

• SSID-name：SSID名

前の手順で指定したSSIDに対してWMMアドバタイズ
機能を無効にします。

[no]disable-wmm

例：

ap(config-ssid)# disable-wmm

ステップ 2   

このコマンドの no形式は、指定した SSIDに対して
WMMアドバタイズ機能を無効にします。

WMMアドバタイズは、デフォルトで有効で
す。

（注）

Wireless Multicast Forwarding（WMF）の有効化と無効化
特定の SSIDに対してWireless Multicast Forwarding（WMF）を有効、または無効にするには、グ
ローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を実行します。

WMF機能は、マルチキャストトラフィックのパフォーマンスを向上させます。（注）

手順の概要

1. dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name
2. [no]wmf
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特定の SSIDに対して、SSIDコンフィギュレーション
モードを開始します。ap(config-ssid)プロンプトは、
SSIDコンフィギュレーションモードを示します。

dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 1   

• ssid：メイン SSID

• guest-ssid：ゲスト SSID

• guest-SSID-number：ゲスト SSID番号。これは、
guest-ssidオプションでのみ使用します。

• SSID-name：SSID名

前の手順で指定した SSIDにWMF機能を有効にしま
す。

[no]wmf

例：

ap(config-ssid)# wmf

ステップ 2   

このコマンドの no形式は、指定した SSIDに対して
WMF機能を無効にします。

クライアントのグローバル最大数の設定

APに接続できるクライアントのグローバル最大数を設定するには、グローバルコンフィギュレー
ションモードで次の手順を実行します。

手順の概要

1. configureterminal
2. global-max-clients number-of-clients

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードに入ります。configureterminal

例：

ap# configure terminal

ステップ 1   

設定タスクを完了してからコンフィギュレー

ションモードを終了するには、exitコマンドを
使用します。

（注）

例：

ap(config)#
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目的コマンドまたはアクション

APに接続できるクライアントの最大数を設定します。global-max-clients number-of-clients

例：

ap(config)# global-max-clients 32

ステップ 2   

number-of-linesの範囲：1～ 128クライアント

SSID のクライアントの最大数の設定
クライアントの最大数を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで次の手順を

実行します。

手順の概要

1. dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name
2. max-associations number-of-clients

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特定の SSIDに対して、SSIDコンフィギュレーション
モードを開始します。ap(config-ssid)プロンプトは、
SSIDコンフィギュレーションモードを示します。

dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 1   

• ssid：メイン SSID

• guest-ssid：ゲスト SSID

• guest-SSID-number：ゲスト SSID番号。これは、
guest-ssidオプションでのみ使用します。

• SSID-name：SSID名

前の手順で指定した SSIDのクライアント最大数を設
定します。

max-associations number-of-clients

例：

ap(config-ssid)# max-associations 24

ステップ 2   

number-of-clients：範囲は 1～ 128で、デフォルト値は
16です。

Cisco 800 シリーズサービス統合型ルータソフトウェアコンフィギュレーションガイド
73

ワイヤレスデバイスの設定

CLI ベースインターフェイスを使用した WLAN の設定



認証オプションの設定

特定の SSIDに対して認証オプションを設定するには、authenticationコマンドを使用します。デ
フォルトでは、ネットワーク認証はオープンです。

認証オプションを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を実行

します。

手順の概要

1. dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name
2. authenticationauthentication-options

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特定の SSIDに対して、SSIDコンフィギュレーション
モードを開始します。ap(config-ssid)プロンプトは、SSID
コンフィギュレーションモードを示します。

dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 1   

• ssid：メイン SSID

• guest-ssid：ゲスト SSID

• guest-SSID-number：ゲスト SSID番号。これは、
guest-ssidオプションでのみ使用します。

• SSID-name：SSID名

前の手順で指定したSSIDに認証オプションを設定しま
す。表 7：認証コマンドのオプション, （74ページ）

authenticationauthentication-options

例：

ap(config-ssid)# authentication open

ステップ 2   

で、authenticationコマンドのオプションについて説明
します。

デフォルトの認証オプションは、openです。

次の作業

表 7：認証コマンドのオプション, （74ページ）で、authenticationコマンドのオプションについ
て説明します。

表 7：認証コマンドのオプション

説明構文オプション

オープン認証を設定します。openオープン認証
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説明構文オプション

共有認証を設定します。shared

ap(config-ssid)# authentication
shared

共有認証

802.1xオプション

RADIUS認証サーバに UDPポートを
定義します。

範囲：0～ 65535

デフォルト：1812

802.1xauth-port port-number

ap(config-ssid)# authentication 802.1x
auth-port 2000

認証サーバポート

サーバごとの暗号キーを定義します。

暗号化されていない（クリアテキス

ト）形式でサーバキーを入力します。

802.1xkey encryption-key

ap(config-ssid)# authentication 802.1x
key ABC123ABC1

RADIUSキー

RADIUSサーバを指定します。802.1xserver server-IP-address

ap(config-ssid)# authentication 802.1x
server 10.1.1.1

RADIUSサーバアドレス

WPA認証

RADIUS認証サーバに UDPポートを
定義します。

範囲：0～ 65535

デフォルト：1812

WPAauth-port port-number

ap(config-ssid)# authentication WPA
auth-port 2000

認証サーバポート

サーバごとの暗号キーを定義します。

暗号化されていない（クリアテキス

ト）形式でサーバキーを入力します。

WPAkey encryption-key

ap(config-ssid)# authentication WPA
key ABC123ABC1

RADIUSキー

認証キー再生成の間隔を秒数で定義し

ます。

範囲：0～ 2147483647（秒）

この例は、キー再生成間隔を 1週間
（604800秒）に設定します。

WPArekey-intervalseconds

ap(config-ssid)# authentication WPA
rekey-interval 604800

WPAグループキー再生成間隔

RADIUSサーバを指定します。WPAserver server-IP-address

ap(config-ssid)# authentication WPA
server 10.1.1.1

RADIUSサーバアドレス

WPA-PSK認証
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説明構文オプション

WPA-PSKのパスフレーズ。

クリアテキスト/非暗号化WPAパスフ
レーズを入力します。

範囲：8 ~ 63の ASCII文字または 64
桁の 16進数

WPA-PSKpassphrase password

ap(config-ssid)# authentication
WPA-PSK passphrase MyPaSsWoRd

WPA/WAPI passphrase

認証キー再生成の間隔を秒数で定義し

ます。

範囲：0～ 2147483647（秒）

この例は、キー再生成間隔を 1週間
（604800秒）に設定します。

WPA-PSKrekey-interval seconds

ap(config-ssid)# authentication
WPA-PSK rekey-interval 604800

WPAグループキー再生成間隔

WPA2認証

RADIUS認証サーバに UDPポートを
定義します。

範囲：0～ 65535

デフォルト：1812

WPA2auth-port port-number

ap(config-ssid)# authentication
WPA2 auth-port 2000

認証サーバポート

サーバごとの暗号キーを定義します。

暗号化されていない（クリアテキス

ト）形式でサーバキーを入力します。

WPA2key encryption-key

ap(config-ssid)# authentication
WPA2 key ABC123ABC1

RADIUSキー

WPA2事前認証を有効にします。

このコマンドのno形式を使用すると、
事前認証が無効になります。

WPA2preauth

ap(config-ssid)# authentication
WPA2 preauth

ap(config-ssid)# no authentication
WPA2 preauth

WPA2事前認証

WPA2再認証の間隔を秒数で定義しま
す。

範囲：0～ 2147483647（秒）

この例は、再認証間隔を 1週間
（604800秒）に設定します。

WPA2reauth-intervalseconds

ap(config-ssid)# authentication
WPA2 reauth-interval 604800

ネットワーク再認証間隔
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説明構文オプション

認証キー再生成の間隔を秒数で定義し

ます。

範囲：0～ 2147483647（秒）

この例は、キー再生成間隔を 1週間
（604800秒）に設定します。

WPA2rekey-interval seconds

ap(config-ssid)# authentication
WPA2 rekey-interval 604800

WPAグループキー再生成間隔

RADIUSサーバを指定します。WPA2server server-IP-address

ap(config-ssid)# authentication
WPA2 server 10.1.1.1

RADIUSサーバアドレス

WPA2-PSK認証

WPA2-PSKのパスフレーズ。

クリアテキスト/非暗号化WPAパスフ
レーズを入力します。

範囲：8 ~ 63の ASCII文字または 64
桁の 16進数

WPA2-PSKpassphrase password

ap(config-ssid)# authentication
WPA2-PSK passphrase MyPaSsWoRd

WPA/WAPIパスフレーズ

認証キー再生成の間隔を秒数で定義し

ます。

範囲：0～ 2147483647（秒）

この例は、キー再生成間隔を 1週間
（604800秒）に設定します。

WPA2-PSKrekey-intervalseconds

ap(config-ssid)# authentication
WPA2-PSK rekey-interval 604800

WPA-PSKグループキー再生成間隔

Mixed WPA2/WPA Authentication

RADIUS認証サーバに UDPポートを
定義します。

範囲：0～ 65535

デフォルト：1812

Mixed-WPA2-WPAauth-port
port-number

ap(config-ssid)# authentication
Mixed-WPA2-WPA auth-port 2000

認証サーバポート

サーバごとの暗号キーを定義します。

暗号化されていない（クリアテキス

ト）形式でサーバキーを入力します。

Mixed-WPA2-WPAkey encryption-key

ap(config-ssid)#
authenticationMixed-WPA2-WPAkeyABC123ABC1

RADIUSキー
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説明構文オプション

WPA2事前認証を有効にします。

このコマンドのno形式を使用すると、
事前認証が無効になります。

Mixed-WPA2-WPApreauth

ap(config-ssid)# authentication
Mixed-WPA2-WPA preauth

ap(config-ssid)# no authentication
Mixed-WPA2-WPA preauth

WPA2事前認証

WPA2再認証の間隔を秒数で定義しま
す。

範囲：0～ 2147483647（秒）

この例は、再認証間隔を 1週間
（604800秒）に設定します。

Mixed-WPA2-WPAreauth-interval

ap(config-ssid)# authentication
Mixed-WPA2-WPA reauth-interval
604800

ネットワーク再認証

認証キー再生成の間隔を秒数で定義し

ます。

範囲：0～ 2147483647（秒）

この例は、キー再生成間隔を 1週間
（604800秒）に設定します。

Mixed-WPA2-WPArekey-interval
seconds

ap(config-ssid)# authentication
Mixed-WPA2-WPA rekey-interval
604800

WPAグループキー再生成間隔

RADIUSサーバを指定します。Mixed-WPA2-WPAserverserver-IP-address

ap(config-ssid)# authentication
Mixed-WPA2-WPA server 10.1.1.1

RADIUSサーバアドレス

Mixed WPA2/WPA-PSK Authentication

WiFi保護アクセスの事前共有パスフ
レーズ。

クリアなWPAパスフレーズを入力し
ます。

範囲：8 ~ 63の ASCII文字または 64
桁の 16進数

Mixed-WPA2-WPA-PSKpassphrase
password

ap(config-ssid)# authentication
Mixed-WPA2-WPA-PSK passphrase
MyPaSsWoRd

パスフレーズ

認証キー再生成の間隔を秒数で定義し

ます。

範囲：0～ 2147483647（秒）

この例は、キー再生成間隔を 1週間
（604800秒）に設定します。

WPA2-PSKrekey-interval seconds

ap(config-ssid)# authentication
Mixed-WPA2-WPA-PSK rekey-interval
604800

WPAグループキー再生成間隔
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暗号化オプションの設定

特定の SSIDに暗号化オプションを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで
以下の手順を実行します。

手順の概要

1. dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name
2. encryptionmodeencryption-options

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特定の SSIDに対して、SSIDコンフィギュレーション
モードを開始します。ap(config-ssid)プロンプトは、
SSIDコンフィギュレーションモードを示します。

dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 1   

• ssid：メイン SSID

• guest-ssid：ゲスト SSID

• guest-SSID-number：ゲスト SSID番号。これは、
guest-ssidオプションでのみ使用します。

• SSID-name：SSID名

前の手順で指定したSSIDに暗号化オプションを設定し
ます。表 8：暗号化コマンドのオプション, （79ペー

encryptionmodeencryption-options

例：

ap(config-ssid)# encryption mode wep

ステップ 2   

ジ）で、encryptionmodeコマンドのオプションについ
て説明します。

次の作業

表 8：暗号化コマンドのオプション, （79ページ）で、encryptionmodeコマンドのオプションに
ついて説明します。

表 8：暗号化コマンドのオプション

説明Syntaxオプション

WEP暗号化オプション
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説明Syntaxオプション

WEP暗号化をイネーブルにします。
このコマンドのno形式を使用すると、
WEP暗号化がディセーブルになりま
す。

WEP暗号化のデフォルト設
定は、選択された認証オプ

ションによって異なります。

Open authentication：デフォル
トでは無効です。Shared：デ
フォルトで有効です。無効に

できません。802.1 x：-デ
フォルトで有効です。無効に

できません。WPA、
WPA-PSK、WPA2、
WPA2-PSK、Mixed
WPA2/WPA、Mixed
WPA2/WPA-PSK：デフォル
トでは無効です。有効にでき

ません。

（注）

[no]encryptionmodewep

ap(config-ssid)# encryption mode
wep

ap(config-ssid)# no encryption mode
wep

Enable/Disable WEP encryption

WEP暗号化の強度を構成します。

64bit：64ビットキーを指定します。

128bit：128ビットキーを指定しま
す。

wepencryption-strength[64bit|128bit]

ap(config-ssid)# encryption mode
wep encryption-strength 64bit

Encryption strength

4つの異なるネットワークキーを設定
できます。このコマンドは、現在使用

するキーを特定します。

key-numberの範囲：1 ~ 4

wepcurrent-key key-number

ap(config-ssid)# encryption mode
wep current-key 1

Current network key

ネットワークキーを設定します。

key-numberの範囲：1 ~ 4

key：

• 64ビットキーの場合：

5個の ASCII文字または 10桁の 16進
数

• 128ビットキーの場合：

13個の ASCII文字または 26桁の 16
進数

wepkey key-number key

ap(config-ssid)# encryption mode
wep key 1 54321

Network key
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説明Syntaxオプション

WPA/WAPI暗号化オプション

暗号化モードを AESに設定します。

AESはWPA、WPA-PSK、
WPA2、WPA2-PSK、Mixed
WPA2/WPA、Mixed
WPA2/WPA-PSKでのみサ
ポートされています。

（注）

aes

ap(config-ssid)# encryption mode aes

AES

暗号化モードをTKIP+AESに設定しま
す。

TKIP + AESはWPA、
WPA-PSK、WPA2、
WPA2-PSK、Mixed
WPA2/WPA、Mixed
WPA2/WPA-PSKでのみサ
ポートされています。

（注）

tkip+aes

ap(config-ssid)# encryption mode
tkip+aes

TKIP+AES

MACアドレスフィルタアクセスリストの設定
MACアドレスをアクセスリストに追加するか、またはMACアドレスをアクセスリストから削除
するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を実行します。

手順の概要

1. dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name
2. [no]access-listMAC-address

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特定の SSIDに対して、SSIDコンフィギュレーション
モードを開始します。ap(config-ssid)プロンプトは、SSID
コンフィギュレーションモードを示します。

dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 1   

• ssid：メイン SSID

• guest-ssid：ゲスト SSID

• guest-SSID-number：ゲスト SSID番号。これは、
guest-ssidオプションでのみ使用します。

• SSID-name：SSID名
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目的コマンドまたはアクション

前の手順で指定した SSIDのアクセスリストにMACア
ドレスを追加します。

[no]access-listMAC-address

例：

ap(config-ssid)# access-list AB:12:CD:34:EF:56

ステップ 2   

MAC-address：HH:HH:HH:HH:HH:HHの形式の16進数

このコマンドの no形式は、アクセスリスト
からMACアドレスを削除します。

（注）

例：

ap(config-ssid)# no access-list
AB:12:CD:34:EF:56

MAC アドレスフィルタモードの設定
MACアドレスアクセスリストモードを選択するには、グローバルコンフィギュレーションモー
ドで次の手順を実行します。

手順の概要

1. dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name
2. [no]mac-filter-mode[allow|deny]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特定の SSIDに対して、SSIDコンフィギュレーション
モードを開始します。ap(config-ssid)プロンプトは、
SSIDコンフィギュレーションモードを示します。

dot11{ssid|guest-ssid}[guest-SSID-number]SSID-name

例：

ap(config)# dot11 guest-ssid 1 guestssid1

ステップ 1   

• ssid：メイン SSID

• guest-ssid：ゲスト SSID

• guest-SSID-number：ゲスト SSID番号。これは、
guest-ssidオプションでのみ使用します。

• SSID-name：SSID名

MACアドレスフィルタ機能のモードを設定します。[no]mac-filter-mode[allow|deny]

例：

ap(config-ssid)# mac-filter-mode allow

ステップ 2   

• allow：アクセスリスト上のMACアドレスに接続
を許可する
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目的コマンドまたはアクション

• deny：アクセスリスト上のMACアドレスの接続
を拒否する例：

無線チャネルの設定

チャネルオプションを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順

を実行します。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. channel{channel-number|least-congested}[timer minutes-before-next-scan]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプトは

ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

特定の無線チャネルを手動で設定します。または自動スキャ

ンを選択し、自動スキャニングタイマーを設定します。

channel{channel-number|least-congested}[timer
minutes-before-next-scan]

例：

ap(config-if)# channel least-congested timer
60

ステップ 2   

• channel-number：特定のチャネルを設定します。チャネ
ル番号の範囲は米国モデルで 1 ~ 11、ヨーロッパモデ
ルで 1～ 13です。

• least-congested：least congestedチャネルに自動スキャニ
ングを設定します。least-congestedオプションを使用し
て、最善のチャネルのスキャニングを再度始めるまでに

待機する分数を指定します。

• minutes-before-next-scan：自動スキャニングのタイマー
を設定します。範囲は 1～ 35791394です。

Cisco 800 シリーズサービス統合型ルータソフトウェアコンフィギュレーションガイド
83

ワイヤレスデバイスの設定

CLI ベースインターフェイスを使用した WLAN の設定



802.11n オプションの設定
802.11nオプションを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を
実行します。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. [no]dot11n
3. dot11nrate
4. [no]dot11nprotection
5. [no]dot11nn-client-only
6. [no]dot11nrifs
7. [no]dot11n[rx-pwr-save|rx-pwr-savequiet-time seconds|pps pps-value]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプト

は ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

802.11n無線オプションを設定します。[no]dot11nステップ 2   

C802.11nのレートを設定します。dot11nrateステップ 3   

•レート範囲：0～ 15。表 9：802.11nのレートオプ
ション, （85ページ）に、レート値ごとの 802.11n
のレートについて説明します。

• 54g：54gレートを使用します。

• auto：自動的にレートを選択します。

802.11n保護を有効にします。[no]dot11nprotectionステップ 4   

802.11nクライアント専用モードを有効にします。これは
802.11nを使用するクライアントにWLANを制限します。

[no]dot11nn-client-onlyステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

802.11nクライアント専用オプションが有効な場
合、クライアントはWEPセキュリティ設定を
使用して SSIDに接続することはできません。
クライアントが SSIDに接続できるようにする
には、SSIDセキュリティ設定を変更してWEP
が設定されないようにします。または、WEP以
外のセキュリティ設定を使用する方法でも、ク

ライアントは SSIDに接続できます。

（注）

RIFS（Reduced Inter-Frame Space）アドバタイズメントを
有効にします。

[no]dot11nrifsステップ 6   

RX Chain Power Saveを有効にします。[no]dot11n[rx-pwr-save|rx-pwr-savequiet-time
seconds|pps pps-value]

ステップ 7   

• seconds：RXChain Power Save待機時間（省電力モー
ドになる前に待機する時間間隔）を設定します。範

囲は 0～ 2147483647です。

• pps-value：秒あたりの RX Chain Power Saveパケット
（PPS）のしきい値を設定します。範囲は毎秒 0～
2147483647パケットです。

次の作業

表 9：802.11nのレートオプション, （85ページ）に、802.11nのレートオプションについて説
明します。これは、dot11n rateコマンドで指定します。

表 9：802.11n のレートオプション

レート値

MCSインデックス 0、6.5 Mbps0

MCSインデックス 1、13 Mbps1

MCSインデックス 2、19.5 Mbps2

MCSインデックス 3、26 Mbps3

MCSインデックス 4、39 Mbps4

MCSインデックス 5、52 Mbps5

MCSインデックス 6、58.5 Mbps6
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レート値

MCSインデックス 7、65 Mbps7

MCSインデックス 8、13 Mbps8

MCSインデックス 9、26 Mbps9

MCSインデックス 10、39 Mbps10

MCSインデックス 11、52 Mbps11

MCSインデックス 12、78 Mbps12

MCSインデックス 13、104 Mbps13

MCSインデックス 14、117 Mbps14

MCSインデックス 15、130 Mbps15

54g モードの設定
54gモードを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を実行しま
す。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. 54g-mode[auto|dot11b-only|lrs|performance]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプトは

ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

54gモードを設定します。54g-mode[auto|dot11b-only|lrs|performance]

例：

ap(config-if)# 54g-mode auto

ステップ 2   

• auto：54g autoモード。802.11b、802.11g、および 54gク
ライアントを受け入れます。このオプションには、最も

広範囲な互換性があります。
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目的コマンドまたはアクション

• dot11b-only：802.11bクライアントのみを受け入れます。

• lrs：54g LRS（Limited Rate Support）。従来の 802.11bク
ライアントをサポートするために用意されています。

• performance：54g Performanceモード。54gクライアント
のみを受け入れ、54g認証装置で最速のパフォーマンス
を提供します。

54g プリアンブルタイプの設定
54gプリアンブルタイプを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手
順を実行します。

プリアンブルタイプは、802.11nが無効（nodot11n）で、54gモードが autoまたは dot11b-only
のいずれかである場合のみ設定できます。

（注）

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. 54g-mode{auto|dot11b-only}preamble{short|long}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプト

は ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

54gプリアンブルタイプを設定します。54g-mode{auto|dot11b-only}preamble{short|long}

例：

ap(config-if)# 54g-mode auto preamble long

ステップ 2   

• short：短いプリアンブル。802.11bクライアントが
ない場合、プリアンブルタイプを shortに設定する
とパフォーマンスが向上します。

例：

ap(config-if)# 54g-mode dot11b-only preamble
short

• long：長いプリアンブル。802.11gと802.11bの両方
がある場合は、プリアンブルタイプを longに設定
します。
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目的コマンドまたはアクション

• 54g-modeは、autoまたは dot11b-onlyのいずれかで
ある必要があります。

54g レートの設定
54g転送速度を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで次の手順を実行しま
す。

54gレートは、802.11nレートが54gレートを使うように設定されている場合（dot11nrate54g）、
または 802.11nが無効の場合（nodot11n）のみ設定できます。

（注）

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. 54g-rate{Mbps-rate|auto}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプト

は ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

54gモードの速度を設定します。54g-rate{Mbps-rate|auto}

例：

ap(config-if)# 54g-rate 54

ステップ 2   

• Mbps-rate：速度をMbpsで指定します。以下の値を指
定できます。

• 1

例： • 2

• 5.5

• 6

• 9

• 11

• 12
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目的コマンドまたはアクション

• 18

• 24

• 36

• 48

• 54

• auto：54gレートを自動的に設定します。

54g 保護の設定
54g保護を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を実行しま
す。

54g保護は、802.11nが無効になっている場合にのみ設定できます。（注）

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. 54g-protection

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプト

は ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

54g保護を有効にします。54g-protection

例：

ap(config-if)# 54g-protection

ステップ 2   

• 54g-protection：RTS/CTS保護メカニズムを有効に
します。

• no54g-protection：54g保護を無効にします。
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マルチキャストレートの設定

マルチキャスト転送速度を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで次の手順

を実行します。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. multicast-rate{Mbps-rate|auto}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプトは

ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

マルチキャストレートを設定します。multicast-rate{Mbps-rate|auto}

例：

ap(config-if)# multicast-rate 54

ステップ 2   

Mbps-rate：速度をMbpsで指定します。以下の値を指定できます。

• 1

• 2

例：

ap(config-if)# multicast-rate auto

• 5.5

• 6

• 9

• 11

• 12

• 18

• 24

• 36

• 48

• 54

auto：マルチキャストレートを自動的に設定します。

802.11nが無効で（nodot11n）、54gモードが 802.11bの
みに設定されている（54g-modedot11b-only）場合、許
容される速度は自動、1、2、5.5、11Mbpsのみになりま
す。その他の速度を設定しようとすると、警告メッセー

ジが表示されます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

基本レートの設定

ワイヤレスクライアントでサポートするデータレートである基本転送速度を設定するには、グ

ローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を実行します。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. basic-rate{1|2|all|default}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプ

トは ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

基本レートを設定します。basic-rate{1|2|all|default}

例：

ap(config-if)# basic-rate 2

ステップ 2   

• 1：1および 2 Mbps

• 2：1、2、5.5、6、11、12、および 24 Mbps

例：

ap(config-if)# basic-rate all

• all：すべてのレート

• default：1、2、5.5、および 11 Mbps

フラグメンテーションしきい値の設定

このサイズを超えるとデータが断片化される最大パケットサイズ（バイト）としてのフラグメン

テーションしきい値を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を

実行します。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. fragment-thresholdthreshold-in-bytes
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプ

トは ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

フラグメンテーションしきい値をバイト単位で設定し

ます。

fragment-thresholdthreshold-in-bytes

例：

ap(config-if)# fragment-threshold 2346

ステップ 2   

threshold-in-bytesの範囲：256～ 2346バイト

デフォルト値は 2346です。

RTS しきい値の設定
送信要求（RTS）しきい値を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の
手順を実行します。

アクセスポイントがしきい値より大きなパケットを送信する場合、CTS（clear-to-send）保護
モードがトリガーされます。

（注）

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. rts-threshold threshold-in-bytes

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプ

トは ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

RTSしきい値をバイトで設定します。rts-threshold threshold-in-bytes

例：

ap(config-if)# rts-threshold 2347

ステップ 2   

threshold-in-bytes：範囲は0～2347バイトです。デフォ
ルト値は 2347です。
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DTIM 間隔の設定
Delivery Traffic Indication Message（DTIM）間隔を設定するには、グローバルコンフィギュレー
ションモードで以下の手順を実行します。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. dtim-interval number-of-beacons

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプトは

ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

DTIM間隔を設定します。これはビーコンフレームに含める
情報で、次に予定されているバッファデータがAPにあるこ
とをクライアントに知らせます。

dtim-interval number-of-beacons

例：

ap(config-if)# dtim-interval 255

ステップ 2   

number-of-beacons：範囲は 1～ 255ビーコンです。

デフォルト値は 1です。

ビーコン間隔の設定

ビーコン間隔を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手順を実行し

ます。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. beacon-intervalnumber-of-milliseconds
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプ

トは ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

ビーコン間隔を設定します。beacon-intervalnumber-of-milliseconds

例：

ap(config-if)# beacon-interval 65535

ステップ 2   

number-of-milliseconds：範囲は 1～ 65535ミリ秒（ms）
です。デフォルト値は 100ミリ秒です。

無線送信電力の設定

WLANの無線送信電力を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで以下の手
順を実行します。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. tx-pwrpower-percentage

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプト

は ap(config-if)になります。
interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface Dot11Radio 0

ステップ 1   

送信電力を最大電力のパーセンテージで設定します。tx-pwrpower-percentage

例：

ap(config-if)# tx-pwr 60

ステップ 2   

power-percentage：電力のパーセンテージを指定します。
以下の値を指定できます。

• 20

• 40

• 60

• 80
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目的コマンドまたはアクション

• 100

WMM オプションの設定
WiFi Multimedia（WMM）オプションを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモー
ドで以下の手順を実行します。

手順の概要

1. interfaceDot11Radio0
2. [no]wmm[auto|no-ack|apsd]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

無線インターフェイスモードを開始します。プロンプトは ap(config-if)
になります。

interfaceDot11Radio0

例：

ap(config)# interface
Dot11Radio 0

ステップ 1   

WMMを有効、または無効にします。[no]wmm[auto|no-ack|apsd]

例：

ap(config-if)# wmm

ステップ 2   

• auto：WMMを autoモードに設定します。

• no-ack：WMMに no-acknowledgementを設定します。

• apsd：WMMに対してAutomatic Power SaveDelivery（APSD）モー
ドを有効にします。

WMMが「自動」モードの場合、WMM APSDは「有効」に
設定し、クライアントが省電力モードを使用できるようにす

る必要があります。WMMが「有効」モードの場合、クライ
アントはWMMAPSDが「有効」または「無効」かどうかに
関係なく、省電力モードを使用できます。

（注）

現在の CLI 値とキーワードの表示
現在の CLI値とキーワードを表示するには、showap-configコマンドを使用します。
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手順の概要

1. showap-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

現在の CLI値とキーワードを表示します。showap-config

例：

ap# show ap-config

ステップ 1   

次の作業

設定例：現在の CLI値とキーワードの表示

この例では、現在の CLI値とキーワードを表示します。

ap# show ap-config
global-max-clients 16
dot11 ssid Cisco860
no isolate-clients
no wmf
max-associations 16
no hide-ap
no disable-wmm
no mac-filter-mode
authentication open
no encryption mode wep
exit
dot11 guest-ssid 1 Cisco860_Guest1
no isolate-clients
no wmf
max-associations 16
no hide-ap
no disable-wmm
no mac-filter-mode
authentication open
no encryption mode wep
exit
dot11 guest-ssid 2 Cisco860_Guest2
no isolate-clients
no wmf
max-associations 16
no hide-ap
no disable-wmm
no mac-filter-mode
authentication open
no encryption mode wep
exit
dot11 guest-ssid 3 Cisco860_Guest3
no isolate-clients
no wmf
max-associations 16
no hide-ap
no disable-wmm
no mac-filter-mode
authentication open
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no encryption mode wep
exit
interface Dot11Radio 0
no shutdown
ssid Cisco860
no guest-ssid 1 Cisco860_Guest1
no guest-ssid 2 Cisco860_Guest2
no guest-ssid 3 Cisco860_Guest3
dot11n
channel least-congested timer 15
dot11n rate auto
dot11n protection
no dot11n n-client-only
dot11n rifs
no dot11n rx-pwr-save
dot11n rx-pwr-save quiet-time 10
dot11n rx-pwr-save pps 10
54g-rate auto
multicast-rate auto
basic-rate default
fragment-threshold 2346
rts-threshold 2347
dtim-interval 1
beacon-interval 100
tx-pwr 100
wmm
no wmm no-ack
wmm apsd
exit
interface BVI 1
ip address 10.10.10.2 255.255.255.248
no shutdown
exit

現在のチャネルと電源に関する情報の表示

現在のチャネルと電源に関する情報を表示するには、showcontrollersDot11Radio0コマンドを使用
します。

手順の概要

1. showcontrollersDot11Radio0

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

現在のチャネルと電源に関する情報を表示

します。

showcontrollersDot11Radio0

例：

ap# show controllers Dot11Radio 0

ステップ 1   
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次の作業

例

ap# show controllers Dot11Radio 0
interface Dot11Radio0
Beacon Interval(ms) : 100
DTIM Interval(beacon) : 1
Power Control: On, HW
Current Channel: 11
BSS Channel: 11
BSS Local Max: 30.0 dBm
BSS Local Constraint: 0.0 dB
Channel Width: 20MHz
User Target: 31.75 dBm
SROM Antgain 2G: 2.0 dB
SROM Antgain 5G: 2.0 dB
SAR: -
Current rate: [MCS15] ht mcs 15 Tx Exp 0 BW 20 sgi
Regulatory Limits:
Rate Chains 20MHz
DSSS 1 19.0
OFDM 1 13.50
MCS0_7 1 13.50
VHT8_9SS1 1 -
DSSS_MULTI1 2 -
OFDM_CDD1 2 10.50
MCS0_7_CDD1 2 10.50
VHT8_9SS1_CDD1 2 -
MCS0_7_STBC 2 10.50
VHT8_9SS1_STBC 2 -
MCS8_15 2 10.50
VHT8_9SS2 2 -
DSSS_MULTI2 3 -
OFDM_CDD2 3 -
MCS0_7_CDD2 3 -
VHT8_9SS1_CDD2 3 -
MCS0_7_STBC_SPEXP1 3 -
VHT8_9SS1_STBC_SPEXP1 3 -
MCS8_15_SPEXP1 3 -
VHT8_9SS2_SPEXP1 3 -
MCS16_23 3 -
VHT8_9SS3 3 -
Core Index: 0
Board Limits:
Rate Chains 20MHz
DSSS 1 17.50
OFDM 1 17.50
MCS0_7 1 17.50
VHT8_9SS1 1 -
DSSS_MULTI1 2 17.50
OFDM_CDD1 2 17.50
MCS0_7_CDD1 2 17.50
VHT8_9SS1_CDD1 2 -
MCS0_7_STBC 2 17.50
VHT8_9SS1_STBC 2 -
MCS8_15 2 17.50
VHT8_9SS2 2 -
DSSS_MULTI2 3 -
OFDM_CDD2 3 -
MCS0_7_CDD2 3 -
VHT8_9SS1_CDD2 3 -
MCS0_7_STBC_SPEXP1 3 -
VHT8_9SS1_STBC_SPEXP1 3 -
MCS8_15_SPEXP1 3 -
VHT8_9SS2_SPEXP1 3 -
MCS16_23 3 -
VHT8_9SS3 3 -
Power Targets:
Rate Chains 20MHz
DSSS 1 16.0
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OFDM 1 12.0
MCS0_7 1 12.0
VHT8_9SS1 1 8.0
DSSS_MULTI1 2 8.0
OFDM_CDD1 2 9.0
MCS0_7_CDD1 2 9.0
VHT8_9SS1_CDD1 2 8.0
MCS0_7_STBC 2 9.0
VHT8_9SS1_STBC 2 8.0
MCS8_15 2 9.0
VHT8_9SS2 2 8.0
DSSS_MULTI2 3 -
OFDM_CDD2 3 -
MCS0_7_CDD2 3 -
VHT8_9SS1_CDD2 3 -
MCS0_7_STBC_SPEXP1 3 -
VHT8_9SS1_STBC_SPEXP1 3 -
MCS8_15_SPEXP1 3 -
VHT8_9SS2_SPEXP1 3 -
MCS16_23 3 -
VHT8_9SS3 3 -
Maximum Power Target among all rates: 16.0 16.0
Last est. power : 0.0 15.75
Power Target for the current rate : 16.0 16.0
Last adjusted est. power : 0.0 15.75
Power Percentage : 100
Channel Status:
No scan in progress.
current mac channel 11
target channel 11

現在関連付けられているクライアントの表示

現在関連付けられているクライアントを表示するには、showdot11associationsコマンドを使用し
ます。

手順の概要

1. showdot11associations

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

現在関連付けられているクライアントを表示

します。

showdot11associations

例：

ap# show dot11 associations

ステップ 1   

次の作業

例：現在関連付けられているクライアントの表示

ap# show dot11 associations
Authenticated Associated Authorized Interface
AA:BB:CC:11:22:33 yes no Dot11Radio0
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SSID と BSSID のマッピングの表示
各 SSIDには BSSIDが関連付けられています。SSIDと BSSIDのマッピングを表示するには、
showdot11bssidコマンドを使用します。

手順の概要

1. showdot11bssid

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

SSIDとBSSIDのマッピングを表示します。showdot11bssid

例：

ap# show dot11 bssid

ステップ 1   

次の作業

例：SSIDと BSSIDのマッピングの表示

ap# show dot11 bssid
Interface BSSID Guest SSID
Dot11Radio0 A4:93:4C:01:7A:9A No Cisco860
Dot11Radio0 A4:93:4C:01:7A:9B Yes Cisco860_Guest1
Dot11Radio0 A4:93:4C:01:7A:9C Yes Cisco860_Guest2
Dot11Radio0 A4:93:4C:01:7A:9D Yes Cisco860_Guest3

Tx/Rx 統計情報の表示
Dot11Radio 0インターフェイスに関する現在の送信/受信（tx/rx）統計情報を表示するには、
showdot11statisticsコマンドを使用します。

手順の概要

1. showdot11statistics
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

Dot11Radio0インターフェイスの現在の tx/rx統計
情報を表示します。

showdot11statistics

例：

ap# show dot11 statistics

ステップ 1   

次の作業

例：Tx/Rx統計情報の表示

ap# show dot11 statistics
rx bytes rx pkts rx errs rx drops tx bytes tx pkts tx errs tx drops

Dot11Radio0 0 0 0 0 12824 94 0 0

BVI 1 インターフェイスの詳細の表示
BVI1インターフェイスの詳細を表示するには、showinterfacesBVI1コマンドを使用します。詳細
にはルータの IPアドレスが含まれます。

ルータにアクセスするために使用する IPアドレスを変更した後、このコマンドを使用して変
更を確認できます。Webベースインターフェイスの IPアドレスの設定, （65ページ）を参照
してください。

ヒント

手順の概要

1. showinterfacesBVI1

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

現在の BVI 1インターフェイスの詳細を表示
します。

showinterfacesBVI1

例：

ap# show interfaces BVI 1

ステップ 1   
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次の作業

例：BVI 1インターフェイスの詳細の表示

This example displays BVI 1 interface details.
ap# show interfaces BVI 1
BVI1

Link encap:Ethernet HWaddr AA:11:BB:22:CC:33
inet addr:10.10.10.2 Bcast:10.10.10.7 Mask:255.255.255.248
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:260 multicast:86 unicast:0 broadcast:174
RX errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:21 multicast:0 unicast:21 broadcast:0
TX errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0
txqueuelen:0
RX bytes:46642 (45.5 KiB) TX bytes:1260 (1.2 KiB)
RX multicast bytes:32164 (31.4 KiB) TX multicast bytes:0 (0.0 B)

Dot11Radio 0 インターフェイス情報の表示
Dot11Radio 0インターフェイス情報を表示するには、showinterfacesDot11Radio0コマンドを使用
します。

手順の概要

1. showinterfacesDot11Radio0

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

現在のDot11Radio 0インターフェイス情報を
表示します。

showinterfacesDot11Radio0

例：

ap# show interfaces Dot11Radio 0

ステップ 1   

例：Dot11Radio 0 インターフェイス情報の表示

この例では、Dot11Radio 0インターフェイス情報が表示されます。

ap# show interfaces Dot11Radio 0
Dot11Radio0

Link encap:Ethernet HWaddr AA:11:BB:22:CC:33
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 multicast:0 unicast:0 broadcast:0
RX errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:160876
TX packets:267 multicast:86 unicast:0 broadcast:181
TX errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0
txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:52150 (50.9 KiB)
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:15 Base address:0x4000
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すべてのインターフェイスに関する概要の表示

すべてのインターフェイスに関する概要を表示するには、showipinterfacebriefコマンドを使用し
ます。

手順の概要

1. showipinterfacebrief

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

すべてのインターフェイスに関する概要を表

示します。

showipinterfacebrief

例：

ap# show ip interface brief

ステップ 1   

次の作業

例：すべてのインターフェイスに関する概要の表示

出力の [Method]列には、ユーザが設定したインターフェイスか、DHCPが設定したインターフェ
イスかが表示されます。

ap# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Dot11Radio0 unassigned YES NVRAM up up
BVI1 10.10.10.2 YES NVRAM up up

CPU 統計情報の表示
CCPU使用率の統計情報を表示するには、showprocessescpuコマンドを使用します。

手順の概要

1. showprocessescpu
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

CPU使用率の統計情報を表示します。showprocessescpu

例：

ap# show processes cpu

ステップ 1   

例：CPU 統計情報の表示

ap# show processes cpu
CPU: 0% usr 0% sys 0% nic 90% idle 0% io 0% irq 9% sirq

メモリ使用量の概要の表示

現在のメモリ使用量の詳細を表示するには、showmemorysummaryコマンドを使用します。

手順の概要

1. showmemorysummary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

現在のメモリ使用量の詳細が表示されま

す。

showmemorysummary

例：

ap# show memory summary

ステップ 1   

次の作業

例：メモリ使用量の概要の表示

ap# showmemorysummary

Total(kB) Used(kB) Free(kB)

Processor 88052 44212 43840
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アドレスの ping
特定のアドレスの接続をテストするには、pingコマンドを使用します。

手順の概要

1. ping{IP-address| hostname}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定した IPアドレスまたはホスト名への接続をテストします。ping{IP-address| hostname}

例：

ap# ping 10.0.0.0

ステップ 1   

アドレスを指定した pingコマンドを入力すると、小さなデータグラムの
複数の伝送についてラウンドトリップ時間がミリ秒単位で示されます。

アドレスを指定せずに pingコマンドを入力すると、コマンドはインタラ
クティブモードで開始されるため、ターゲットのアドレス、伝送の繰り返

し回数、データグラムのサイズを入力できます。

管理者パスワードの変更

管理者パスワードを変更するには、passwordコマンドを使用します。

デフォルトのログインクレデンシャルは、ユーザ名：adminパスワード：adminです。初回ロ
グイン時に、デフォルトのパスワードを変更するように指示されます。

（注）

手順の概要

1. password old-password new-password confirm-password

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

管理者パスワードを変更します。新しいパスワード

は、確認のために2回入力する必要があるため注意
してください。

password old-password new-password
confirm-password

例：

ap# password admin AbCdE123# AbCdE123#

ステップ 1   
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画面上の行数の設定

画面に表示する行数を設定するには、terminallengthコマンドを使用します。

手順の概要

1. terminallengthnumber-of-lines

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

画面に表示する行数を設定します。terminallengthnumber-of-lines

例：

ap# terminal length 40

ステップ 1   

number-of-linesの範囲：0～ 512

値0を指定すると、表示は停止せずにスクロールします。

次の作業

無線デバイスの管理
このモジュールでは、次のワイヤレスデバイス管理タスクについて説明します。

無線デバイスへのアクセスのセキュリティ保護

この項では、次に示すワイヤレスデバイスへのアクセスを保護するタスクの実行について説明し

ます。

MODE ボタン機能のディセーブル化

このコマンドは、パスワードによるリカバリを無効にします。このコマンドを入力した後でア

クセスポイントの特権 EXECモードのパスワードを紛失してしまうと、アクセスポイントの
CLIにアクセスし直すには、シスコの Technical Assistance Center（TAC）に連絡する必要があ
ります。

注意
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ワイヤレスデバイスをリブートするには、ルータの Cisco IOS CLIから service-module wlan-ap
resetコマンドを使用してください。このコマンドの詳細については、無線デバイスのリブー
ト, （127ページ）を参照してください。

（注）

MODEボタンはデフォルトで有効に設定されています。アクセスポイントのMODEボタンをディ
セーブルにするには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。

手順の概要

1. configureterminal
2. nobootmode-button
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

アクセスポイントのMODEボタンを無効にします。nobootmode-buttonステップ 2   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 3   

この設定は保存する必要はありませ

ん。

（注）

MODE ボタンのステータスの表示

MODEボタンのステータスを確認するには、特権 EXECモードで show bootまたは show boot
mode-buttonコマンドを実行します。設定の実行時には、ステータスが表示されません。showboot
および show boot mode-buttonコマンドを実行すると、通常は次のような応答が表示されます。

ap# show boot
BOOT path-list: flash:/c1200-k9w7-mx-v123_7_ja.20050430/c1200-k9w7-mx.v123_7_ja.20050430
Config file: flash:/config.txt
Private Config file: flash:/private-config
Enable Break: no
Manual boot: no
Mode button: on
Enable IOS break: no
HELPER path-list:
NVRAM/Config file
buffer size: 32768
ap# show boot mode-button
on
ap#
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特権 EXECパスワードがわかっていれば、boot mode-buttonコマンドを使用して、MODEボタ
ンを通常動作に復旧できます。

（注）

アクセスポイントへの不正アクセスの防止

権限のないユーザがワイヤレスデバイスの設定を変更したり、設定情報を表示したりするのを防

ぐことができます。通常は、ワイヤレスデバイスへのアクセスは、ネットワーク管理者とローカ

ルネットワーク内の端末またはワークステーションから接続するユーザに制限します。

ワイヤレスデバイスへの不正アクセスを防ぐには、次のいずれかのセキュリティ機能を設定して

ください。

TAB、?、$、+、および [は、パスワードに無効な文字です。（注）

特権 EXEC コマンドへのアクセスの保護
ネットワークで端末のアクセスコントロールを行う簡単な方法は、パスワードを使用して権限レ

ベルを割り当てることです。パスワード保護によって、ネットワークまたはネットワークデバイ

スへのアクセスが制限されます。特権レベルにより、ユーザがネットワーク装置にログインした

後に発行できるコマンドが定義されます。

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference for Release 12.4』を参照してください。

（注）

この項では、コンフィギュレーションファイルと特権 EXECコマンドへのアクセスを制御する方
法について説明します。次の設定情報が含まれています。

デフォルトパスワードと特権レベルの設定

表 10：デフォルトパスワードと特権レベル, （108ページ）に、デフォルトのパスワードおよび
特権レベルの設定を示します。

表 10：デフォルトパスワードと特権レベル

デフォルト設定Privilege Level

デフォルトのユーザ名は Cisco、デフォルトのパスワード
は Ciscoです。

ユーザ名とパスワード
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デフォルト設定Privilege Level

デフォルトのパスワードはCiscoです。デフォルトはレベ
ル 15です（特権 EXECレベル）。パスワードはコンフィ
ギュレーションファイルで暗号化されます。

イネーブルパスワードおよび権限レベル

デフォルトのイネーブルパスワードはCiscoです。デフォ
ルトはレベル 15です（特権 EXECレベル）。パスワード
は、暗号化されてからコンフィギュレーションファイル

に書き込まれます。

イネーブルシークレットパスワードおよび権限レベル

デフォルトのパスワードはCiscoです。パスワードはコン
フィギュレーションファイルで暗号化されます。

回線パスワード

スタティックイネーブルパスワードの設定または変更

イネーブルパスワードは、特権 EXECモードへのアクセスを制御します。

グローバルコンフィギュレーションモードで noenablepasswordコマンドを実行すると、イ
ネーブルパスワードが削除されますが、このコマンドを使用する場合は十分な注意が必要で

す。enableパスワードを削除すると、特権 EXECモードからロックアウトされます。

（注）

特権 EXECモードから静的 enableパスワードを設定または変更するには、次のステップを実行し
ます。

手順の概要

1. configureterminal
2. enablepassword password
3. end
4. showrunning-config
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

特権 EXECモードにアクセスするための新しいパスワードを定
義するか、既存のパスワードを変更します。

enablepassword passwordステップ 2   

•デフォルトのパスワードは Ciscoです。
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目的コマンドまたはアクション

• password：1～ 25文字の英数字の文字列。ストリングを数
字で始めることはできません。大文字と小文字を区別し、

スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。

TAB、?、$、+、および [は、パスワードに無効な文字で
す。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 3   

入力を確認します。showrunning-configステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 5   

次の作業

イネーブルパスワードは暗号化されず、ワイヤレスデバイスのコンフィギュレーションファイ

ル内で読み取ることができます。

設定例：スタティックイネーブルパスワードの変更

次の例は、enableパスワードを l1u2c3k4y5に変更する方法を示しています。このパスワードは暗
号化されず、レベル 15へのアクセス（標準の特権 EXECモードアクセス）を可能にします。

AP(config)# enable password l1u2c3k4y5

暗号化によるイネーブルおよびイネーブルシークレットパスワードの保護

enableパスワードおよび enable secretパスワードに暗号化を設定するには、特権EXECモードで開
始し、次のステップに従います。

enablesecretコマンドを使用することが推奨されます。機能が向上した暗号化アルゴリズムが
使用されるためです。enablesecretコマンドを設定する場合、enablepasswordコマンドよりも
優先されます。これら 2つのコマンドを同時に有効にすることはできません。

（注）
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手順の概要

1. configureterminal
2. • enablepassword [level level] {password | encryption-type encrypted-password

または

• enablesecret [level level] {password | encryption-type encrypted-password

3. servicepassword-encryption
4. end
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

特権 EXECモードにアクセスするための新しいパスワードを定義する
か、既存のパスワードを変更します。

ステップ 2   • enablepassword [level level]
{password | encryption-type
encrypted-password
または

または

シークレットパスワードを定義します。これは非可逆的な暗号化方式

を使用して保存されます。• enablesecret [level level]
{password | encryption-type
encrypted-password • level：（任意）範囲は 0～ 15です。レベル 1が通常のユーザ

EXECモード権限です。デフォルトレベルは15です（特権EXEC
モード権限）。

• password：1～ 25文字の英数字の文字列。ストリングを数字で始
めることはできません。大文字と小文字を区別し、スペースを使

用できますが、先行スペースは無視されます。デフォルトでは、

パスワードは定義されません。

• encryption-type：（任意）5だけを入力してください。シスコ独自
の暗号化アルゴリズムを使用できます。暗号化タイプを指定する

場合は、別のアクセスポイントのワイヤレスデバイスの設定か

らコピーした暗号化パスワードを指定する必要があります。

暗号化タイプを指定し、クリアテキストパスワードを入力

した場合は特権EXECモードを再開できません。暗号化され
たパスワードが失われた場合は、どのような方法でも回復す

ることはできません。

（注）

（任意）パスワードの定義時または設定の書き込み時に、パスワード

を暗号化します。

servicepassword-encryptionステップ 3   

暗号化を行うと、コンフィギュレーションファイル内でパスワードが

読み取り可能な形式になるのを防止できます。
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 5   

設定例：イネーブルシークレットパスワード

次に、権限レベル 2に対して暗号化パスワード $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8を設定する例を示しま
す。

AP(config)# enable secret level 2 5 $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8

ユーザ名とパスワードのペアの設定

ワイヤレスデバイスにローカルに保存されるユーザ名とパスワードの組み合わせを設定します。

ユーザ名とパスワードのペアは回線またはインターフェイスに割り当てられ、これらのペアによ

り、各ユーザはワイヤレスデバイスにアクセスする前に認証されます。特権レベルを定義した

ら、ユーザ名とパスワードの各ペアに特定の特権レベルを（対応する権限とともに）指定します。

ログインユーザ名とパスワードを要求するユーザ名ベースの認証システムを設定するには、特権

EXECモードで開始し、次のステップに従います。

手順の概要

1. configureterminal
2. username name [privilege level] {password encryption-type password }
3. loginlocal
4. end
5. showrunning-config
6. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

各ユーザのユーザ名、特権レベル、およびパスワードを入力しま

す。

username name [privilege level]
{password encryption-type
password }

ステップ 2   

• name：1語でユーザ IDを指定します。スペースと引用符は使
用できません。
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目的コマンドまたはアクション

• level：（任意）ユーザがアクセス権を取得した後に持つ特権レ
ベルを指定します。指定できる範囲は 0～ 15です。レベル 15
では特権 EXECモードでのアクセスが可能です。レベル 1で
は、ユーザ EXECモードでのアクセスとなります。

• encryption-type：暗号化されていないパスワードが続くことを
指定する場合は0を入力します。暗号化されたパスワードが後
ろに続く場合は 7を指定します。

• password：ワイヤレスデバイスにアクセスするためにユーザ
が入力する必要があるパスワード。パスワードは 1～ 25文字
で、埋め込みスペースを使用でき、usernameコマンドの最後
のオプションとして指定します。

ログイン時のローカルパスワードチェックをイネーブルにします。

認証は、ステップ 2で指定されたユーザ名に基づきます。
loginlocalステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

入力を確認します。showrunning-configステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 6   

次の作業

ユーザ名は少なくとも 1つ設定する必要があります。また、ワイヤレスデバイスに対して
Telnetセッションを開くように login localを設定する必要があります。ユーザ名が 1つだけの
場合にそのユーザ名を入力しないと、ワイヤレスデバイスからロックアウトされることがあ

ります。

（注）

複数の権限レベルの設定

デフォルトでは、Cisco IOSソフトウェアにはユーザ EXECモードと特権 EXECモードという 2つ
のパスワードセキュリティのモードがあります。各モードに、最大 16個の階層レベルからなる
コマンドを設定できます。複数のパスワードを設定することにより、ユーザグループ別に特定の

コマンドへのアクセスを許可することができます。

たとえば、多くのユーザに clearlineコマンドへのアクセスを許可する場合は、レベル 2のセキュ
リティを割り当て、レベル 2のパスワードを広範囲のユーザに配布できます。configureコマンド
へのアクセスを制限する場合は、レベル3のセキュリティを割り当て、制限されたユーザのグルー
プにそのパスワードを配布できます。
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この項では設定情報を扱います。

コマンドの特権レベルの設定

コマンドモードに特権レベルを設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従い
ます。

手順の概要

1. configureterminal
2. privilege modelevel level command
3. enablepasswordlevel level password
4. end
5. • showrunning-config

または

• showprivilege

6. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

コマンドの特権レベルを設定します。privilegemodelevel level commandステップ 2   

• mode：グローバルコンフィギュレーションモードの場合は
configure、EXECモードの場合は exec、インターフェイスコン
フィギュレーションモードの場合は interface、ラインコンフィ
ギュレーションモードの場合は lineを入力します。

• level：範囲は 0～ 15です。レベル 1が通常のユーザ EXECモー
ド権限です。レベル 15は、enableパスワードによって許可さ
れるアクセスレベルです。

• command：アクセスが制限されるコマンドを指定します。

特権レベルの enableパスワードを指定します。enablepasswordlevel level
password

ステップ 3   

• level：範囲は 0～ 15です。レベル 1が通常のユーザ EXECモー
ド権限です。

• password：1～ 25文字の英数字の文字列。ストリングを数字で
始めることはできません。大文字と小文字を区別し、スペース

を使用できますが、先行スペースは無視されます。デフォルト

では、パスワードは定義されません。
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目的コマンドまたはアクション

TAB、?、$、+、および [は、パスワードに無効な文字で
す。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

入力を確認します。ステップ 5   • showrunning-config
または showrunning-configコマンドは、パスワードとアクセスレベルの設

定を表示します。• showprivilege
showprivilegeコマンドは、特権レベルの設定を表示します。

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 6   

複数の権限レベルの設定

コマンドをある権限レベルに設定すると、構文がそのコマンドのサブセットであるコマンドは

すべて、そのレベルに設定されます。たとえば、showiprouteコマンドをレベル15に設定する
と、showコマンドと showipコマンドは、異なるレベルに個別に設定しない限り、権限レベル
は自動的に 15に設定されます。あるコマンドの権限をデフォルトに戻すには、グローバルコ
ンフィギュレーションモードで noprivilege mode level level commandコマンドを使用します。

（注）

権限レベルへのログインおよび終了

指定された権限レベルにログインするか、または指定された権限レベルを終了するには、特権

EXECモードで以下の手順を実行します。

手順の概要

1. enable level
2. disable level

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定された特権レベルにログインします。enable levelステップ 1   

level：指定できる範囲は 0～ 15です。

指定した権限レベルを終了します。disable levelステップ 2   
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RADIUS によるアクセスポイントへのアクセスの制御
ここでは、Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）を使用して、ワイヤレスデバイ
スの管理者アクセス権を制御する方法について説明します。RADIUSをサポートするようにワイ
ヤレスデバイスを設定する詳しい手順については、『Cisco IOS Software Configuration Guide』で
Cisco Aironetアクセスポイントについて参照してください。

RADIUSを使用すると、アカウンティングの詳細を取得したり、認証および許可プロセスの柔軟
な管理制御を実現できます。RADIUSは、認証、許可、アカウンティング（AAA）を通じて効率
化され、AAAコマンドでだけイネーブルにできます。

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『CiscoIOSSecurityCommand
Reference』を参照してください。

（注）

RADIUSの設定作業については、以降の項で説明します。

RADIUS 設定

RADIUSおよびAAAは、デフォルトではディセーブルに設定されています。セキュリティの失効
を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して RADIUSを設定することはでき
ません。RADIUSを有効にすると、CLIを通じてワイヤレスデバイスにアクセスしているユーザ
を認証できます。

AAA認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを定義し、そのリストを各種インターフェ
イスに適用します。この方式リストは、実行される認証のタイプと実行順序を定義します。定義

されたいずれかの認証方式が実行されるようにするには、この方式リストを特定のインターフェ

イスに適用しておく必要があります。唯一の例外は、デフォルトの方式リスト（「default」とい
う名前）です。デフォルトの方式リストは、明示的に定義された名前付きの方式リストを持つイ

ンターフェイスを除くすべてのインターフェイスに自動的に適用されます。

方式リストには、ユーザの認証に使用する、順序と認証方式が記述されています。認証に使用す

るセキュリティプロトコルを 1つまたは複数指定できるため、最初の方式が失敗した場合に認証
用のバックアップシステムが確実に機能します。ソフトウェアは、リストの最初の方式を使用し

てユーザを認証します。その方式が応答に失敗すると、ソフトウェアは方式リストの次の認証方

式を選択します。このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義された方

式をすべて試し終わるまで繰り返されます。このサイクルのいずれかの時点で認証に失敗した場

合、つまりセキュリティサーバまたはローカルユーザ名データベースからユーザアクセスを拒

否する応答があった場合には、許可プロセスが停止し、それ以上の認証方式は試行されません。

RADIUS ログイン認証の設定

ログイン認証を設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従います。この手順
は必須です。
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手順の概要

1. configureterminal
2. aaanew-model
3. aaaauthenticationlogin{default|list-name } method1 [ method2...
4. line [console | tty | vty] line-number [ending-line-number
5. loginauthentication {default | list-name
6. end
7. showrunning-config
8. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

AAAをイネーブルにします。aaanew-modelステップ 2   

ログイン認証方式リストを作成します。aaaauthenticationlogin{default|list-name
} method1 [ method2...

ステップ 3   

• loginauthenticationコマンドに名前付きリストが指定され
なかった場合に使用されるデフォルトのリストを作成する

には、defaultキーワードの後ろにデフォルト状況で使用す
る方式を指定します。デフォルト認証方式リストは、自動

的にすべてのインターフェイスに適用されます。

• list-name：作成するリストの名前を指定する文字列。

• method1...：認証アルゴリズムが試みる実際の方式を指定し
ます。追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返され

た場合に限り使用されます。前の方式が失敗した場合は使

用されません。

次のいずれかの方式を選択します。

• local：ローカルユーザ名データベースを認証に使用しま
す。データベースにユーザ名情報を入力しておく必要があ

ります。username passwordグローバルコンフィギュレー
ションコマンドを使用します。

• radius：RADIUS認証を使用します。この認証方式を使用
するには、事前にRADIUSサーバを設定しておく必要があ
ります。詳細については、『Cisco IOSSoftwareConfiguration
Guide for Cisco Aironet Access Points』の「Configuring Radius
and TACACS+Servers」の章にある「Identifying theRADIUS
Server Host」セクションを参照してください。
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目的コマンドまたはアクション

ラインコンフィギュレーションモードを開始し、認証リストを

適用する回線を設定します。

line [console | tty | vty] line-number
[ending-line-number

ステップ 4   

1つの回線または複数回線に認証リストを適用します。loginauthentication {default | list-nameステップ 5   

• defaultを指定する場合は、aaaauthenticationloginコマンド
で作成したデフォルトのリストを使用します。

• list-name：aaaauthenticationloginコマンドで作成したリス
トを指定します。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 6   

入力を確認します。showrunning-configステップ 7   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 8   

次の作業

AAA サーバグループの定義

AAAサーバグループを使用して認証用に既存のサーバホストをグループ化するようにデバイス
を設定できます。設定済みのサーバホストの一部を選択して、それらを特定のサービスに使用し

ます。サーバグループは、選択されたサーバホストの IPアドレスのリストを含むグローバルな
サーバホストリストとともに使用されます。

各ホストのエントリが一意の識別情報（IPアドレスとUDPポート番号の組み合わせ）を持ってい
れば、同一のサーバに対する複数のホストエントリをサーバグループに含めることができます。

これにより、特定の AAAサービスを提供する RADIUSホストとして、異なるポートを個別に定
義できます。同じ RADIUSサーバに同一のサービス（アカウンティングなど）を実行する 2つの
異なるホストエントリを設定すると、2番目に設定されたホストエントリが最初のホストエント
リのフェールオーバー時のバックアップとして機能します。

定義したグループサーバに特定のサーバを関連付けるには、serverグループサーバコンフィギュ
レーションコマンドを使用します。サーバを IPアドレスで特定することも、任意指定のauth-port
およびacct-portキーワードを使用して複数のホストインスタンスまたはエントリを特定すること
もできます。

AAAサーバグループの設定

AAAサーバグループを定義し、そのグループに特定の RADIUSサーバを関連付けるには、特権
EXECモードで次の手順を実行します。
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手順の概要

1. configureterminal
2. aaanew-model
3. radius-serverhost {hostname | ip-address } [auth-port port-number ] [acct-port port-number ] [timeout

seconds ] [retransmit retries ] [key string ]
4. aaagroupserverradius group-name
5. server ip-address
6. end
7. showrunning-config
8. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

AAAをイネーブルにします。aaanew-modelステップ 2   

リモートRADIUSサーバホストの IPアドレスまたはホスト名を指定し
ます。

radius-serverhost {hostname |
ip-address } [auth-port
port-number ] [acct-port

ステップ 3   

• auth-portport-number：（任意）認証要求用のユーザデータグラム
プロトコル（UDP）の宛先ポートを指定します。

port-number ] [timeout seconds ]
[retransmit retries ] [key string ]

• acct-port port-number：（任意）アカウンティング要求のための
UDP宛先ポートを指定します。

• timeout seconds：（任意）再送信する前に、ワイヤレスデバイス
が RADIUSサーバの応答を待機する間隔。指定できる範囲は 1～
1000です。この設定は、radius-servertimeoutグローバルコンフィ
ギュレーションコマンドによる設定を上書きします。

radius-serverhostコマンドでタイムアウトが設定されていない場
合、radius-servertimeoutコマンドの設定が使用されます。

• retransmit retries：（任意）サーバが応答しない、または応答が遅
い場合に RADIUSの要求をサーバに再送信する回数。指定できる
範囲は 1～ 1000です。radius-serverhostコマンドに再送信の値が
設定されていない場合、radius-serverretransmitグローバルコン
フィギュレーションコマンドの設定が使用されます。

• key string：（任意）RADIUSサーバ上で動作する RADIUSデーモ
ンとワイヤレスデバイスの間で使用する認証および暗号キーを指

定します。
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目的コマンドまたはアクション

このキーはテキスト文字列で、RADIUSサーバで使用される
暗号キーと一致する必要があります。必ず radius-serverhost
コマンドで、最終項目として keyを設定してください。先頭
のスペースは無視されますが、キーの中間および末尾のス

ペースは使用されます。キーにスペースを使用する場合は、

引用符がキーの一部分である場合を除き、引用符でキーを囲

まないでください。

（注）

ワイヤレスデバイスが単一の IPアドレスに関連付けられた複数のホス
トエントリを認識するように設定するには、このコマンドを必要な回

数だけ入力します。その際、各UDPポート番号が異なっていることを
確認してください。ワイヤレスデバイスソフトウェアは、指定された

順序でホストを検索します。各 RADIUSホストで使用するタイムアウ
ト、再送信回数、および暗号キーの値をそれぞれ設定してください。

グループ名を指定して AAAサーバグループを定義します。aaagroupserverradius group-nameステップ 4   

このコマンドを実行すると、ワイヤレスデバイスはサーバグループコ

ンフィギュレーションモードへ移行します。

特定の RADIUSサーバを定義済みのサーバグループと関連付けます。server ip-addressステップ 5   

• AAAサーバグループの RADIUSサーバごとに、このステップを
繰り返します。

•グループの各サーバは、ステップ 2で定義済みのものでなければ
なりません。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 6   

入力を確認します。showrunning-configステップ 7   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 8   

次の作業

RADIUSログイン認証を有効にします。詳細については、『Cisco IOS Software Configuration Guide
forCiscoAironet Access Points』の「ConfiguringRadius andTACACS+Servers」の章にある「Configuring
RADIUS Login Authentication」の項を参照してください。

設定例：AAA グループ

次の例では、ワイヤレスデバイスは異なる 2つの RADIUSグループサーバ（group1と group2）
を認識するように設定されます。Group1には、同じRADIUSサーバで同じサービス用に設定され
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た異なる 2つのホストエントリがあります。2番目のホストエントリは、最初のエントリに対し
てフェールオーバーバックアップとして機能します。

AP(config)# aaa new-model
AP(config)# radius-server host 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
AP(config)# radius-server host 172.10.0.1 auth-port 1645 acct-port 1646
AP(config)# aaa group server radius group1
AP(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
AP(config-sg-radius)# exit
AP(config)# aaa group server radius group2
AP(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 2000 acct-port 2001
AP(config-sg-radius)# exit

ユーザイネーブルアクセスおよびネットワークサービスに関する RADIUS 許可の設定

AAA許可は、ユーザが使用できるサービスを制限します。AAA許可が有効の場合、ワイヤレス
デバイスはユーザのプロファイルから取得した情報を使用してユーザのセッションを設定します。

ユーザのプロファイルは、ローカルユーザデータベースかセキュリティサーバにあります。ユー

ザが要求したサービスにアクセスを許可されるのは、ユーザプロファイルによって許可された場

合だけです。

ユーザのネットワークアクセスを特権 EXECモードに制限するパラメータは、グローバルコン
フィギュレーションモードで aaaauthorizationコマンドに radiusキーワードを指定して設定でき
ます。

aaa authorization exec radiusコマンドを実行すると、次の許可パラメータが設定されます。

• RADIUSを使用して認証を行った場合は、RADIUSを使用して特権 EXECアクセスを許可し
ます。

•認証に RADIUSを使用しなかった場合は、ローカルデータベースを使用します。

許可が設定されていても、CLIを使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可が
省略されます。

（注）

ユーザイネーブルアクセスおよびネットワークサービスに関する RADIUS許可の設定

特権 EXECアクセスおよびネットワークサービスに RADIUS許可を指定するには、特権 EXEC
モードで開始し、次のステップに従います。

手順の概要

1. configureterminal
2. aaaauthorizationnetworkradius
3. aaaauthorizationexecradius
4. end
5. showrunning-config
6. copyrunning-configstartup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対して、ユーザが

RADIUS許可を受けるようにワイヤレスデバイスを設定しま
す。

aaaauthorizationnetworkradiusステップ 2   

ユーザのRADIUS許可で、ユーザが特権EXECアクセスを持っ
ているかどうか判断するようにワイヤレスデバイスを設定し

ます。

aaaauthorizationexecradiusステップ 3   

execキーワードを指定すると、ユーザプロファイル情報
（autocommand情報など）が返される場合があります。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

入力を確認します。showrunning-configステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 6   

次の作業

認証を無効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードでnoaaaauthorization{network
| exec} method1コマンドを使用します。

RADIUS の設定の表示

RADIUS設定情報を表示するには、特権 EXECモードで showrunning-configコマンドを使用しま
す。

TACACS+ によるアクセスポイントへのアクセスの制御
この項では、Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）を使用して、ワイ
ヤレスデバイスの管理者アクセス権を制御する手順について説明します。TACACS+をサポート
するようにワイヤレスデバイスを設定する詳しい手順については、『CiscoIOSSoftwareConfiguration
Guide』で Cisco Aironetアクセスポイントについて参照してください。

TACACS+は、認証および認可プロセスについて詳細なアカウンティング情報と柔軟な管理コン
トロールを提供します。TACACS+は、AAAを介して実装され、AAAコマンドを使用してのみイ
ネーブルにできます。
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ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『CiscoIOSSecurityCommand
Reference』を参照してください。

（注）

次の各項で TACACS+の設定情報について説明します。

TACACS+ のデフォルト設定

TACACS+および AAAは、デフォルトではディセーブルに設定されています。

セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して TACACS+
を設定することはできません。TACACS+を有効にすると、CLIを通じてワイヤレスデバイスに
アクセスしている管理者を認証できます。

AAA認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを定義し、そのリストを各種インターフェ
イスに適用します。この方式リストは、実行される認証のタイプと実行順序を定義します。定義

されたいずれかの認証方式が実行されるようにするには、この方式リストを特定のインターフェ

イスに適用しておく必要があります。唯一の例外は、デフォルトの方式リスト（「default」とい
う名前）です。デフォルトの方式リストは、明示的に定義された名前付きの方式リストを持つイ

ンターフェイスを除くすべてのインターフェイスに自動的に適用されます。

方式リストには、ユーザの認証に使用する、順序と認証方式が記述されています。認証に使用す

るセキュリティプロトコルを 1つまたは複数指定できるため、最初の方式が失敗した場合に認証
用のバックアップシステムが確実に機能します。ソフトウェアは、リストの最初の方式を使用し

てユーザを認証します。その方式が応答に失敗すると、ソフトウェアは方式リストの次の認証方

式を選択します。このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義された方

式をすべて試し終わるまで繰り返されます。このサイクルのいずれかの時点で認証に失敗した場

合、つまりセキュリティサーバまたはローカルユーザ名データベースからユーザアクセスを拒

否する応答があった場合には、許可プロセスが停止し、それ以上の認証方式は試行されません。

TACACS+ ログイン認証の設定

ログイン認証を設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従います。この手順
は必須です。

手順の概要

1. configureterminal
2. aaanew-model
3. aaaauthenticationlogin{default| list-name } method1 [ method2...
4. line [console | tty | vty] line-number [ending-line-number
5. loginauthentication {default | list-name
6. end
7. showrunning-config
8. copyrunning-configstartup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

AAAをイネーブルにします。aaanew-modelステップ 2   

ログイン認証方式リストを作成します。aaaauthenticationlogin{default|
list-name } method1 [ method2...

ステップ 3   

• loginauthenticationコマンドに名前付きリストが指定されなかっ
た場合に使用されるデフォルトのリストを作成するには、default
キーワードの後ろにデフォルト状況で使用する方式を指定しま

す。デフォルト認証方式リストは、自動的にすべてのインター

フェイスに適用されます。

• list-name：作成するリストの名前を指定する文字列。

• method1...：認証アルゴリズムが試みる実際の方式を指定しま
す。追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返された場合

に限り使用されます。前の方式が失敗した場合は使用されませ

ん。

次のいずれかの方式を選択します。

• local：ローカルユーザ名データベースを認証に使用します。
データベースにユーザ名情報を入力する必要があります。グ

ローバルコンフィギュレーションモードで username password
コマンドを使用します。

• tacacs+：TACACS+認証を使用します。この認証方式を使用す
るには、事前にTACACS+サーバを設定しておく必要がありま
す。

ラインコンフィギュレーションモードを開始し、認証リストを適

用する回線を設定します。

line [console | tty | vty] line-number
[ending-line-number

ステップ 4   

1つの回線または複数回線に認証リストを適用します。loginauthentication {default |
list-name

ステップ 5   

• defaultを指定する場合は、aaaauthenticationloginコマンドで
作成したデフォルトのリストを使用します。

• list-name：aaaauthenticationloginコマンドで作成したリストを
指定します。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 6   

入力を確認します。showrunning-configステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 8   

次の作業

AAAをディセーブルにするには、noaaanew-modelコマンドをグローバルコンフィギュレーショ
ンモードで使用します。AAA認証をディセーブルにするには、noaaaauthenticationlogin {default
| list-name }method1 [method2...]コマンドをグローバルコンフィギュレーションモードで使用しま
す。ログインに対してTACACS+認証をディセーブルにするか、またはデフォルト値に戻すには、
nologinauthentication {default | list-name }コマンドをグローバルコンフィギュレーションモード
で使用します。

特権 EXEC アクセスおよびネットワークサービス用の TACACS+ 許可の設定

AAA許可によってユーザが使用できるサービスが制限されます。AAA許可が有効の場合、ワイ
ヤレスデバイスはユーザのプロファイルから取得した情報を使用してユーザのセッションを設定

します。ユーザのプロファイルは、ローカルユーザデータベースかセキュリティサーバにあり

ます。ユーザは、ユーザプロファイル内の情報で認められている場合に限り、要求したサービス

のアクセスが認可されます。

ユーザのネットワークアクセスを特権 EXECモードに制限するパラメータは、グローバルコン
フィギュレーションモードで aaaauthorizationコマンドに tacacs+キーワードを指定して設定で
きます。

aaa authorization exec tacacs+ localコマンドは、次の許可パラメータを設定します。

• TACACS+を使用して認証を行った場合は、TACACS+を使用して特権 EXECアクセスを許
可します。

•認証に TACACS+を使用しなかった場合は、ローカルデータベースを使用します。

許可が設定されていても、CLIを使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可は
省略されます。

（注）

TACACS+許可を特権 EXECアクセスおよびネットワークサービスに指定するには、特権 EXEC
モードで開始し、次のステップに従います。
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手順の概要

1. configureterminal
2. aaaauthorizationnetworktacacs+
3. aaaauthorizationexectacacs+
4. end
5. showrunning-config
6. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対して、ユーザが

TACACS+許可を受けるようにワイヤレスデバイスを設定しま
す。

aaaauthorizationnetworktacacs+ステップ 2   

ユーザの TACACS+許可で、ユーザが特権 EXECアクセスを
持っているかどうか判断するようにワイヤレスデバイスを設

定します。

aaaauthorizationexectacacs+ステップ 3   

execキーワードを指定すると、ユーザプロファイル情報
（autocommand情報など）が返される場合があります。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 4   

入力を確認します。showrunning-configステップ 5   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 6   

次の作業

TACACS+ 設定の表示

TACACS+サーバの統計情報を表示するには、特権 EXECモードで showtacacsコマンドを使用し
ます。

アクセスポイントのハードウェアおよびソフトウェアの管理

ここでは、次のタスクの実行について説明します。
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ワイヤレスハードウェアおよびソフトウェアの管理

ここでは、次のタスクを実行するための手順について説明します。

無線デバイスの工場出荷時のデフォルト設定へのリセット

無線デバイスのハードウェアおよびソフトウェアを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする

には、ルータのCisco IOS特権 EXECモードで service-modulewlan-ap0resetdefault-configコマンド
を使用します。

データを消失する可能性があるため、service-modulewlan-ap0resetコマンドは、シャットダウ
ンまたは障害状態から回復する目的に限り使用してください。

注意

無線デバイスのリブート

グレースフルシャットダウンを実行し、無線デバイスをリブートするには、ルータの Cisco IOS
特権 EXECモードで service-modulewlan-ap0reloadコマンドを使用します。確認プロンプトで、
Enterを押してアクションを確認するか、nを入力してキャンセルします。

自律モードでリロードコマンドを実行すると、リブートする前に設定が保存されます。リブート

の試行が成功しない場合は、次のメッセージが表示されます。

Failed to save service module configuration.

通常、リロード機能は、Lightweight Access Point Protocol（LWAPP）モードで動作しているときに
は、ワイヤレス LANコントローラ（WLC）で処理されます。service-module wlan-ap0 reloadコマ
ンドを入力すると、次のメッセージと共にプロンプトが表示されます。

The AP is in LWAPP mode. Reload is normally handled by WLC controller.
Still want to proceed? [yes]

無線デバイスのモニタリング

ここでは、ルータ上のハードウェアをモニタリングし、無線デバイスの統計情報および無線デバ

イスのステータスを表示するコマンドについて説明します。

無線デバイスの統計情報を表示するには、特権EXECモードで service-modulewlan-ap0statisticsコ
マンドを使用します。コマンドの出力例を示します。

CLI reset count = 0

CLI reload count = 1

Registration request timeout reset count = 0

Error recovery timeout reset count = 0

Module registration count = 10

The last IOS initiated event was a cli reload at *04:27:32.041 UTC Fri Mar 8 2007
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無線デバイスのステータスおよび設定情報を表示するには、特権 EXECモードで service-module
wlan-ap0 statusコマンドを実行します。コマンドの出力例を示します。

Service Module is Cisco wlan-ap0
Service Module supports session via TTY line 2
Service Module is in Steady state
Service Module reset on error is disabled
Getting status from the Service Module, please wait..

Image path = flash:c8xx_19xx_ap-k9w7-mx.acregr/c8xx_19xx_ap-k9w7-mx.acre
gr
System uptime = 0 days, 4 hours, 28 minutes, 5 seconds

Router#d was introduced for embedded wireless LAN access points on Integrated Services
Routers.

システム日時の管理

ワイヤレスデバイスのシステムの日付と時刻は、Simple Network Time Protocol（SNTP）を使用し
て自動的に管理する、あるいはワイヤレスデバイスに日付と時刻を設定して手動で管理できま

す。

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference for Release 12.4』を参照してください。

（注）

この項で説明する設定情報は次のとおりです。

Simple Network Time Protocol の概要

簡易ネットワークタイムプロトコル（SNTP）とは、クライアント専用バージョンの簡易版 NTP
です。SNTPは、NTPサーバから時間だけを受信します。他のシステムに時刻サービスを提供で
きません。通常、SNTPは100ミリ秒以内の精度で時刻を提供しますが、NTPのような複雑なフィ
ルタリングや統計メカニズムは提供しません。

SNTPは、設定済みのサーバからパケットを要求して受け入れるように設定するか、任意の送信元
から NTPブロードキャストパケットを受け入れるように設定できます。複数の送信元が NTPパ
ケットを送信している場合、最適な層にあるサーバが選択されますNTPとストラタムの詳細は、
次の URLをクリックしてください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/configfun/configuration/guide/fcd303.html#wp1001075
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/configfun/configuration/guide/fcd303.html#wp1001075

複数のサーバのストラタムが同じだった場合は、ブロードキャストサーバよりも設定済みサーバ

が優先されます。これらの両方を満たすサーバが複数ある場合は、時刻パケットを最初に送信し

たサーバが選択されます。クライアントが現在選択されているサーバからパケットの受信を停止

している場合や、上記の基準に基づいてより最適なサーバが検出された場合に限り、SNTPは新し
いサーバを選択します。
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SNTP の設定

SNTPは、デフォルトでディセーブルになっています。アクセスポイントで SNTPをイネーブル
にするには、表 11：SNTPコマンド, （129ページ）に示すコマンドのいずれか、または両方をグ
ローバルコンフィギュレーションモードで使用します。

表 11：SNTP コマンド

目的コマンド

NTPサーバからの NTPパケットを要求するよ
うに SNTPを設定します。

sntpserver{address | hostname} [version number]

任意のNTPブロードキャストからのNTPパケッ
トを受け入れるように SNTPを設定します。

sntpbroadcastclient

各 NTPサーバについて、sntp serverコマンドを 1回入力します。NTPサーバは、アクセスポイン
トからの SNTPメッセージに応答できるよう設定しておく必要があります。

sntp serverコマンドと sntp broadcast clientコマンドの両方を入力した場合、アクセスポイントはブ
ロードキャストサーバからの時間を受け入れますが、ストラタムが等しい場合は、設定済みの

サーバからの時間を優先します。SNTPに関する情報を表示するには、show sntp EXECコマンド
を使用します。

日付と時刻の手動設定

時間の他のソースが利用できない場合は、システムの再起動後に時刻と日付を手動で設定できま

す。時刻は、次にシステムを再起動するまで正確です。手動設定は最後の手段としてのみ使用す

ることを推奨します。ワイヤレスデバイスを同期できる外部ソースがある場合は、手動でシステ

ムクロックを設定する必要はありません。

システムクロック、タイムゾーン、夏時間を設定するオプションがあります。

日時の設定

システムクロックを手動で設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。

ネットワーク上に、NTPサーバなどの時刻サービスを提供する外部ソースがある場合、手動で
システムクロックを設定する必要はありません。

（注）
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手順の概要

1. clockset hh:mm:ss day month year
2. clocktimezone zone hours-offset minutes-offset
3. clocksummer-time zone recurring [ week day month hh:mm week day month hh:mm [ offset ]]
4. • clocksummer-time zone date [ month date year hh:mm month date year hh:mm [ offset ]]

または

• clocksummer-time zone date [ date month year hh:mm date month year hh:mm [ offset ]]

5. end
6. showrunning-config
7. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

次のいずれかの形式を使用して、システムクロックを手動で設定しま

す。

clockset hh:mm:ss day month year

例：
clock set hh:mm:ss
month day year

ステップ 1   

• hh:mm:ss：時間（24時間形式）、分、秒単位で時刻を指定します。
指定された時刻は、設定されたタイムゾーンに基づきます。

• day：日付を指定します。

• month：フルネームで月を指定します。

• year：4桁（短縮なし）で年を指定します。

時間帯を設定します。clocktimezone zone hours-offset
minutes-offset

ステップ 2   

ワイヤレスデバイスは、協定世界時（UTC）で内部時刻を保
持します。このコマンドは、手動で時刻を設定したときに表示

目的でだけ使用します。

（注）

• zone：標準時が適用されているときに表示されるタイムゾーンの名
前を入力します。デフォルトは UTCです。

• hours-offset：UTCからのオフセット時間数を入力します。

• minutes-offset：（任意）UTCからのオフセット分数を入力します。
グローバルコンフィギュレーションモードでの clocktimezoneコマ
ンドの minutes-offset変数は、ローカルタイムゾーンと UTCとの時
差が 1時間のパーセンテージである場合に使用できます。

（任意）毎年指定した日に開始および終了するように夏時間を設定しま

す。

clocksummer-time zone recurring
[ week day month hh:mm week day
month hh:mm [ offset ]]

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

clocksummer-timeグローバルコンフィギュレーションコマンドの最初
の部分では夏時間の開始時期を、2番目の部分では終了時期を指定しま
す。すべての時刻は、現地のタイムゾーンを基準にしています。開始時

間は標準時を基準にしています。終了時間は夏時間を基準にしています。

開始月が終了月より後の場合は、システムでは南半球にいると見なされ

ます。

夏時間はデフォルトで無効に設定されています。パラメータなしで

clocksummer-time zone recurringを指定すると、夏時間のルールは米国の
ルールにデフォルト設定されます。

• zone：夏時間が有効な場合に表示されるタイムゾーンの名前（PDT
など）を指定します。

• week：（任意）月の週（1～ 5または last）を指定します。

• day：（任意）曜日（日曜日など）を指定します。

• month：（任意）月（Januaryなど）を指定します。

• hh:mm：（任意）時間と分で時刻（24時間形式）を指定します。

• offset：（任意）夏時間中に追加する分数を指定します。デフォルト
は 60です。

（任意）定期的なパターンがない場合の夏時間を設定します。最初の日

付で夏時間開始の日付を、2番めの日付で終了の日付を設定します。
ステップ 4   • clocksummer-time zone date

[ month date year hh:mm
clocksummer-timeグローバルコンフィギュレーションコマンドの最初month date year hh:mm [

offset ]]
または

の部分では夏時間の開始時期を、2番目の部分では終了時期を指定しま
す。すべての時刻は、現地のタイムゾーンを基準にしています。開始時

間は標準時を基準にしています。終了時間は夏時間を基準にしています。• clocksummer-time zone date
[ date month year hh:mm date
month year hh:mm [ offset ]]

開始月が終了月より後の場合は、システムでは南半球にいると見なされ

ます。

夏時間はデフォルトで無効に設定されています。

• zone：夏時間が有効な場合に表示されるタイムゾーンの名前（PDT
など）を指定します。

• week：（任意）月の週（1～ 5または last）を指定します。

• day：（任意）曜日（日曜日など）を指定します。

• month：（任意）月（Januaryなど）を指定します。

• hh:mm：（任意）時間と分で時刻（24時間形式）を指定します。

• offset：（任意）夏時間中に追加する分数を指定します。デフォルト
は 60です。
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 5   

入力を確認します。showrunning-configステップ 6   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 7   

次の作業

日時の設定を表示するには、特権 EXECモードで showclock [detail]コマンドを使用します。
システムクロックは、信頼性がある（正確であると信じられる）かどうかを示す authoritative
フラグを維持します。システムクロックがタイミングソースによって設定されている場合は、

フラグを設定します。時刻が信頼性のないものである場合は、表示目的でのみ使用されます。

クロックが信頼できず、authoritativeフラグも設定されていなければ、ピアの時刻が無効でも、
フラグはピアがクロックと同期しないようにします。showclockの表示の前にある記号は、次
の意味があります。

（注）

設定例: 日付と時刻

次に、夏時間が 4月の第一日曜の 2時に始まり、10月の最終日曜の 2時に終わるように指定する
例を示します。

AP(config)# clock summer-time PDT recurring 1 Sunday April 2:00 last Sunday October 2:00

次に、夏時間が 2000年 10月 12日の 2時に始まり、2001年 4月 26日の 2時に終わるように設定
する例を示します。

AP(config)# clock summer-time pdt date 12 October 2000 2:00 26 April 2001 2:00

システム名とプロンプトの設定

識別するためのシステム名をワイヤレスデバイス上に設定します。デフォルトでは、システム名

とプロンプトは apです。

システムプロンプトを設定していない場合は、システム名の最初の 20文字がシステムプロンプ
トとして使用されます。大なり記号（>）が追加されます。プロンプトは、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで promptコマンドを使用して手動で設定しない限り、システム名が変更
されると必ず更新されます。
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ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals CommandReference』および『Cisco IOS IPAddressing Services CommandReference』
を参照してください。

（注）

ここでは、次の設定情報について説明します。

システム名の設定

システム名を手動で設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従います。

手順の概要

1. configureterminal
2. hostname name
3. end
4. showrunning-config
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

手動でシステム名を設定します。hostname nameステップ 2   

デフォルト設定は apです。

システム名を変更する場合、ワイヤレスデバイスの無線

はリセットされ、関連付けられているクライアントデバ

イスは関連付けが解除され、ただちに再度関連付けられ

ます。

（注）

システム名には、63文字まで入力することができます。
ただし、ワイヤレスデバイスでは、クライアントデバ

イスに自分自身を識別させる際に、システム名の最初の

15文字だけを使用します。装置同士を区別することがク
ライアントユーザにとって重要な場合、システム名の一

意の部分が最初の 15文字に表示されるようにしてくだ
さい。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 3   

入力を確認します。showrunning-configステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 5   
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DNS について

DNSプロトコルは、ドメインネームシステム（DNS）を制御します。DNSとは分散型データベー
スであり、ホスト名を IPアドレスにマッピングできます。ワイヤレスデバイス上に DNSを設定
すると、ping、telnet、connectなどのすべての IPコマンドや、関連する Telnetサポート操作時
に、IPアドレスの代わりにホスト名を使用できます。

IPによって定義される階層型の命名方式では、デバイスを場所またはドメインで特定できます。
ドメイン名は、ピリオド（.）を区切り文字として使用して構成されています。たとえば、シスコ
は、IPでは comドメイン名で識別される民間組織です。このためドメイン名は cisco.comです。
このドメイン内の File Transfer Protocol（FTP）システムなどの個々のデバイスは ftp.cisco.comのよ
うに識別されます。

IPではドメイン名をトラッキングするために、ドメインネームサーバという概念が定義されてい
ます。ドメインネームサーバの役割は、名前から IPアドレスへのマッピングをキャッシュ（ま
たはデータベース）に保存することです。ドメイン名を IPアドレスにマッピングするには、ま
ず、ホスト名を明示し、ネットワーク上に存在するネームサーバを指定し、DNSをイネーブルに
します。

ここでは、次の設定情報について説明します。

DNSのデフォルト設定

表 12：DNSのデフォルト設定, （134ページ）に、デフォルトの DNS設定を示します。

表 12：DNS のデフォルト設定

デフォルト設定機能

ディセーブルDNSイネーブルステート

未設定DNSデフォルトドメイン名

ネームサーバのアドレスが未設定DNSサーバ

DNSの設定

DNSを使用するようにワイヤレスデバイスを設定するには、特権EXECモードで次の手順を実行
します。
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手順の概要

1. configureterminal
2. ipdomain-name name
3. ipname-server server-address1 [ server-address2 ... server-address6
4. ipdomain-lookup
5. end
6. showrunning-config
7. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

非完全修飾ホスト名（ドット付き 10進表記ドメイン名のない名前）
を完成させるためにソフトウェアが使用する、デフォルトのドメイ

ン名を定義します。

ipdomain-name nameステップ 2   

ドメイン名を未修飾の名前から区切るために使用される最初のピリ

オドは入れないでください。

ブート時にはドメイン名が設定されませんが、ワイヤレスデバイス

の設定がBOOTPまたはDHCPサーバから行われている場合、デフォ
ルトのドメイン名前が BOOTPあるいは DHCPサーバによって設定
されることがあります（この情報がサーバに設定されている場合）。

名前とアドレスの解決に使用する 1つまたは複数のネームサーバの
アドレスを指定します。

ipname-server server-address1 [
server-address2 ... server-address6

ステップ 3   

最大 6つのネームサーバを指定できます。各サーバのアドレスはス
ペースで区切ります。最初に指定されたサーバが、プライマリサー

バです。ワイヤレスデバイスは、最初にプライマリサーバに DNS
クエリーを送信します。そのクエリが失敗した場合は、バックアッ

プサーバにクエリが送信されます。

（任意）ワイヤレスデバイスでDNSベースのホスト名からアドレス
への変換をイネーブルにします。この機能は、デフォルトでイネー

ブルにされています。

ipdomain-lookupステップ 4   

ユーザのネットワークデバイスが、名前の割り当てを制御できない

ネットワーク内のデバイスと接続する必要がある場合、グローバル

なインターネットのネーミング方式（DNS）を使用して、ユーザの
デバイスを一意に識別するデバイス名を動的に割り当てることがで

きます。
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 5   

入力を確認します。showrunning-configステップ 6   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 7   

次の作業

ワイヤレスデバイスの IPアドレスをそのホスト名として使用する場合は、IPアドレスが使用さ
れ、DNSクエリは発生しません。ピリオド（.）なしでホスト名を設定すると、ピリオドと、それ
に続くデフォルトのドメイン名がホスト名に追加され、その後でDNSクエリーが行われ、名前を
IPアドレスにマッピングします。デフォルトのドメイン名前は、グローバルコンフィギュレー
ションモードで ipdomain-nameコマンドによって設定される値です。ホスト名にピリオド（.）
が含まれている場合は、Cisco IOSソフトウェアはホスト名にデフォルトのドメイン名を追加せず
に、IPアドレスを検索します。

ドメイン名を削除するには、グローバルコンフィギュレーションモードでnoipdomain-namename
コマンドを使用します。ネームサーバアドレスを削除するには、グローバルコンフィギュレー

ションモードで noipname-server server-addressコマンドを使用します。ワイヤレスデバイスで
DNSをディセーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードでnoipdomain-lookup
コマンドを使用します。

DNS設定の表示

DNS設定情報を表示するには、特権 EXECモードで showrunning-configコマンドを使用します。

ワイヤレスデバイスに DNSが設定されている場合、show running-configコマンドを実行する
と、サーバの名前ではなく IPアドレスが表示される場合があります。

（注）

バナーの作成

Message-of-The-Day（MoTD）バナーおよびログインバナーを作成できます。デフォルトでは、
MOTDとログインバナーは設定されていません。MOTDバナーはログイン時に、接続されたすべ
ての端末に表示されます。すべてのネットワークユーザに影響するメッセージ（差し迫ったシス

テムシャットダウンの通知など）を送信する場合に便利です。

ログインバナーも接続されたすべての端末に表示されます。これはMOTDバナーの後、ログイン
プロンプトの前に表示されます。

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference』を参照してください。

（注）
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ここでは、次の設定情報について説明します。

Message-of-the-Day ログインバナーの設定

ワイヤレスデバイスにログインしたときに画面に表示される 1行または複数行のメッセージバ
ナーを作成できます。

MOTDログインバナーを設定するには、特権EXECモードで開始し、次のステップに従います。

手順の概要

1. configureterminal
2. bannermotd c message c
3. end
4. showrunning-config
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

MoTDを指定します。bannermotd c message cステップ 2   

• c：ポンド記号（#）など希望する区切り文字を入力し、
Returnキーを押します。区切り文字はバナーテキストの
始まりと終わりを表します。終わりの区切り文字の後ろの

文字は廃棄されます。

• message：255文字までのバナーメッセージを入力します。
メッセージ内には区切り文字を使用できません。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 3   

入力を確認します。showrunning-configステップ 4   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 5   

例：MOTD バナーの設定

次の例は、ワイヤレスデバイスにMOTDバナーを設定する方法を示しています。ポンド記号（#）
は開始および終了の区切り文字として次のように使用されています。

AP(config)# banner motd
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#
This is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.
#
AP(config)#

次の例では、直前の設定のバナーを示します。

Unix> telnet 172.2.5.4
Trying 172.2.5.4...
Connected to 172.2.5.4.
Escape character is '^]'.
This is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.
User Access Verification
Password:

ログインバナーの設定

接続したすべての端末に表示されるログインバナーを設定できます。このバナーはMOTDバナー
の後、ログインプロンプトの前に表示されます。

ログインバナーを設定するには、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従います。

手順の概要

1. configureterminal
2. bannerlogin c message c
3. end
4. showrunning-config
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

ログインメッセージを指定します。bannerlogin c message cステップ 2   

• c：ポンド記号（#）など希望する区切り文字を入力し、
Returnキーを押します。区切り文字はバナーテキストの
始まりと終わりを表します。終わりの区切り文字の後ろの

文字は廃棄されます。

• message：255文字までのログインメッセージを入力しま
す。メッセージ内には区切り文字を使用できません。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 3   

入力を確認します。showrunning-configステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 5   

設定例：ログインバナー

次の例は、開始および終了の区切り文字としてドル記号（$）を使用し、ワイヤレスデバイスに
ログインバナーを設定する方法を示しています。

AP(config)# banner login
$
Access for authorized users only. Please enter your username and password.
$
AP(config)#

無線デバイスの通信管理

ここでは次の作業について説明します。

イーサネットの速度およびデュプレックスの設定

イーサネットの速度とデュプレックスは、デフォルトでは autoに設定されています。イーサネッ
ト速度およびデュプレックスを設定するには、特権 EXECモードから、次の手順を実行します。

ワイヤレスデバイスのイーサネットポート上の速度およびデュプレックスの設定は、ワイヤ

レスデバイスの接続先のポート上のイーサネット設定と一致させる必要があります。ワイヤ

レスデバイスの接続先のポート上の設定を変更する場合は、これと一致するようにワイヤレ

スデバイスのイーサネットポート上の設定も変更します。

（注）

手順の概要

1. configureterminal
2. interfacefastethernet0
3. speed{10|100|auto}
4. duplex{auto|full|half}
5. end
6. showrunning-config
7. copyrunning-configstartup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

設定インターフェイスモードを開始します。interfacefastethernet0ステップ 2   

イーサネット速度を設定します。speed{10|100|auto}ステップ 3   

デフォルト設定の autoを使用することをお勧め
します。

（注）

デュプレックス設定を設定します。duplex{auto|full|half}ステップ 4   

デフォルト設定の autoを使用することをお勧め
します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 5   

入力を確認します。showrunning-configステップ 6   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存

します。

copyrunning-configstartup-configステップ 7   

アクセスポイントの無線ネットワーク管理の設定

ワイヤレスデバイスで無線ネットワーク管理を有効にできます。無線ネットワークマネージャ

（WNM）は無線 LAN上のデバイスを管理します。

次のコマンドを入力し、WNMと対話するようにワイヤレスデバイスを設定します。

AP(config)# wlccp wnm ip address ip-address

次のコマンドを入力し、WDSアクセスポイントとWNM間の認証ステータスをチェックします。

AP# show wlccp wnm status

ステータスは、not authenticated、authentication in progress、authentication fail、authenticated、security
keys setupのいずれかになります。

アクセスポイントのローカル認証および許可の設定

サーバを介さずにAAAを操作できるように設定するには、ローカルモードでAAAを実装するよ
うにワイヤレスデバイスを設定します。この場合、ワイヤレスデバイスは認証および許可の処理

を行います。この設定ではアカウンティング機能は使用できません。
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ワイヤレスデバイスを 802.1x対応のクライアントデバイス用のローカル認証サーバとして設
定し、メインサーバのバックアップを提供したり、RADIUSサーバのないネットワーク上で
認証サービスを提供したりできます。ワイヤレスデバイスをローカル認証サーバとして設定

する詳細な手順については、Cisco.comの『Using the Access Point as a Local Authenticator』マ
ニュアルを参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/
guide/SecurityLocalAuthent.html

（注）

ワイヤレスデバイスをローカル AAAに設定するには、特権 EXECモードで次の手順を実行しま
す。

手順の概要

1. configureterminal
2. aaanew-model
3. aaaauthenticationlogindefaultlocal
4. aaaauthorizationexeclocal
5. aaaauthorizationnetworklocal
6. username name [privilege level] {password encryption-type password
7. end
8. showrunning-config
9. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

AAAをイネーブルにします。aaanew-modelステップ 2   

ローカルユーザ名データベースを使用するログイン認証を設定し

ます。defaultキーワードにより、ローカルユーザデータベース認
証がすべてのインターフェイスに適用されます。

aaaauthenticationlogindefaultlocalステップ 3   

ローカルデータベースをチェックして、ユーザが EXECシェルの
実行を許可されているかどうかを判断するようにユーザAAA許可
を設定します。

aaaauthorizationexeclocalステップ 4   

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対してユーザAAA許
可を設定します。

aaaauthorizationnetworklocalステップ 5   

ローカルデータベースを入力し、ユーザ名ベースの認証システム

を設定します。

username name [privilege level]
{password encryption-type
password

ステップ 6   

ユーザごとにコマンドを繰り返し入力します。
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目的コマンドまたはアクション

• name：1語でユーザ IDを指定します。スペースと引用符は使
用できません。

• level：（任意）ユーザがアクセス権を取得した後に持つ特権
レベルを指定します。指定できる範囲は 0～ 15です。レベル
15では特権 EXECモードでのアクセスが可能です。レベル 0
では、ユーザ EXECモードでのアクセスとなります。

• encryption-type：暗号化されていないパスワードが続くことを
指定する場合は 0を入力します。暗号化されたパスワードが
後ろに続く場合は 7を指定します。

• password：ワイヤレスデバイスにアクセスするためにユーザ
が入力する必要があるパスワードを指定します。パスワード

は 1～ 25文字で、埋め込みスペースを使用でき、username
コマンドの最後のオプションとして指定します。

TAB、?、$、+、および [は、パスワードに無効な文字で
す。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 7   

入力を確認します。showrunning-configステップ 8   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 9   

次の作業

AAAをディセーブルにするには、noaaanew-modelコマンドをグローバルコンフィギュレー
ションモードで使用します。認証を無効にするには、グローバルコンフィギュレーション

モードで noaaaauthorization {network | exec} method1コマンドを使用します。

（注）

認証キャッシュとプロファイルの設定

認証キャッシュとプロファイル機能により、アクセスポイントがユーザの認証応答および許可応

答をキャッシュできるようになります。このため、これ以降認証および許可要求をAAAサーバに
送信しなくても済みます。

この機能は、アクセスポイントの Admin認証にだけサポートされています。（注）

この機能をサポートする次のコマンドが、Cisco IOS Release 12.3(7)に用意されています。
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• cacheexpiry

• cacheauthorizationprofile

• cacheauthenticationprofile

• aaacacheprofile

これらのコマンドについては、『Cisco IOS Command Reference for Cisco Aironet Access Points
and Bridges, Versions 12.4(10b)JA and 12.3(8)JEC』を参照してください。

（注）

設定例：認証キャッシュとプロファイルの設定

次の例は、Admin認証用に設定したアクセスポイントの設定例です。許可キャッシュをイネーブ
ルにした状態でTACACS+を使用しています。この例では、TACACSサーバを使用していますが、
アクセスポイントは RADIUSを使用して Admin認証用に設定できます。

version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname ap
!
!
username Cisco password 7 123A0C041104
username admin privilege 15 password 7 01030717481C091D25
ip subnet-zero
!
!
aaa new-model
!
!
aaa group server radius rad_eap
server 192.168.134.229 auth-port 1645 acct-port 1646
!
aaa group server radius rad_mac
server 192.168.134.229 auth-port 1645 acct-port 1646
!
aaa group server radius rad_acct
server 192.168.134.229 auth-port 1645 acct-port 1646
!
aaa group server radius rad_admin
server 192.168.134.229 auth-port 1645 acct-port 1646
cache expiry 1
cache authorization profile admin_cache
cache authentication profile admin_cache
!
aaa group server tacacs+ tac_admin
server 192.168.133.231
cache expiry 1
cache authorization profile admin_cache
cache authentication profile admin_cache
!
aaa group server radius rad_pmip
!
aaa group server radius dummy
!
aaa authentication login default local cache tac_admin group tac_admin
aaa authentication login eap_methods group rad_eap
aaa authentication login mac_methods local
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aaa authorization exec default local cache tac_admin group tac_admin
aaa accounting network acct_methods start-stop group rad_acct
aaa cache profile admin_cache
all
!
aaa session-id common
!
!
!
bridge irb
!
!
interface Dot11Radio0
no ip address
no ip route-cache
shutdown
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
bridge-group 1 spanning-disabled
!
interface Dot11Radio1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
speed basic-6.0 9.0 basic-12.0 18.0 basic-24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
bridge-group 1 spanning-disabled
!
interface FastEthernet0
no ip address
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
bridge-group 1
no bridge-group 1 source-learning
bridge-group 1 spanning-disabled
!
interface BVI1
ip address 192.168.133.207 255.255.255.0
no ip route-cache
!
ip http server
ip http authentication aaa
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag
ip radius source-interface BVI1
!
tacacs-server host 192.168.133.231 key 7 105E080A16001D1908
tacacs-server directed-request
radius-server attribute 32 include-in-access-req format %h
radius-server host 192.168.134.229 auth-port 1645 acct-port 1646 key 7 111918160405041E00
radius-server vsa send accounting
!
control-plane
!
bridge 1 route ip
!
!
!
line con 0
transport preferred all
transport output all
line vty 0 4
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transport preferred all
transport input all
transport output all
line vty 5 15
transport preferred all
transport input all
transport output all
!
end

DHCP サービスを提供するためのアクセスポイントの設定
デフォルトでは、アクセスポイントは、ネットワーク上の DHCPサーバから IP設定を受信する
ように設定されています。アクセスポイントをDHCPサーバとして機能するように設定し、IP設
定を有線 LANと無線 LANの両方の装置に割り当てることもできます。

アクセスポイントを DHCPサーバとして設定すると、IPアドレスがそのサブネット上のデバ
イスに割り当てられます。このデバイスは、サブネット上の他のデバイスと通信しますが、そ

れ以上先とは通信しません。サブネットより先にデータを送信する必要がある場合は、デフォ

ルトのルータを割り当てる必要があります。デフォルトルータの IPアドレスには、DHCPサー
バとして設定したアクセスポイントと同じサブネット上のものを設定してください。

（注）

DHCP関連のコマンドとオプションの詳細については、次のURLにある『Cisco IOS IP Addressing
Services Configuration Guide, Release 12.4』の DHCPの部分を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rdmp_ps6350_TSD_Products_
Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rdmp_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html

次の項では、ワイヤレスデバイスをDHCPサーバとして機能するように設定する方法について説
明します。

DHCP サーバの設定

DHCPサービスを提供するようにアクセスポイントを設定し、デフォルトのルータを指定するに
は、特権 EXECモードで開始し、次のステップに従います。

手順の概要

1. configureterminal
2. ipdhcpexcluded-address low_address[high_address]
3. ipdhcppool pool_name
4. network subnet_number [mask| prefix-length]
5. lease{days [hours] [minutes] | infinite}
6. default-router address [address2 ... address 8]
7. end
8. showrunning-config
9. copyrunning-configstartup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

AP# configure terminal

ステップ 1   

ワイヤレスデバイスが割り当てるアドレス範囲からワイヤレスデ

バイスの IPアドレスを除外します。
ipdhcpexcluded-address
low_address[high_address]

ステップ 2   

• IPアドレスを、10.91.6.158のように 4つのグループに区切って
入力します。

•ワイヤレスデバイスでは、DHCPアドレスプールサブネット
中のすべての IPアドレスを DHCPクライアントへの割り当て
に使用できると仮定されます。DHCPサーバがクライアントに
割り当てない IPアドレスを指定する必要があります。

•（任意）除外するアドレスの範囲を入力するには、範囲の下限
のアドレスの後に、範囲の上限のアドレスを入力します。

DHCP要求に応じてワイヤレスデバイスが割り当てる IPアドレス
のプールの名前を作成し、DHCPコンフィギュレーションモードを
開始します。

ipdhcppool pool_nameステップ 3   

アドレスプールにサブネット番号を割り当てます。ワイヤレスデ

バイスは、このサブネット内の IPアドレスを割り当てます。
network subnet_number [mask|
prefix-length]

ステップ 4   

（任意）アドレスプールのサブネットマスクを割り当てるか、アド

レスプレフィックスを構成するビット数を指定します。接頭辞は

ネットワークマスクを割り当てる代替法です。プレフィックス長

は、スラッシュ（/）で開始する必要があります。

ワイヤレスデバイスによって割り当てられた IPアドレスのリース
期間を設定します。

lease{days [hours] [minutes] |
infinite}

ステップ 5   

• days：リース期間（日数）。

• hours：（任意）リース期間（時間数）。

• minutes：（任意）リース期間（分数）。

• infinite：リース期間を無期限に設定します。

サブネット上の DHCPクライアントに対してデフォルトルータの
IPアドレスを指定します。

default-router address [address2 ...
address 8]

ステップ 6   

求められるのは 1つの IPアドレスですが、コマンド行 1
行につき最大 8つまでのアドレスを指定できます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 7   

入力を確認します。showrunning-configステップ 8   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。copyrunning-configstartup-configステップ 9   

次の作業

設定例：DHCPサーバの設定

次の例では、ワイヤレスデバイスをDHCPサーバとして設定する方法、IPアドレスの範囲を除外
する方法、およびデフォルトルータを割り当てる方法を示します。

AP# configure terminal
AP(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.20
AP(config)# ip dhcp pool wishbone
AP(dhcp-config)# network 172.16.1.0 255.255.255.0
AP(dhcp-config)# lease 10
AP(dhcp-config)# default-router 172.16.1.1
AP(dhcp-config)# end

DHCP サーバアクセスポイントのモニタリングと維持

次の項では、DHCPサーバアクセスポイントの監視および維持に使用できるコマンドについて説
明します。

show コマンド

DHCPサーバとして使用しているワイヤレスデバイスに関する情報を表示するには、表13：DHCP
サーバ用の showコマンド, （147ページ）にあるコマンドを特権 EXECモードで入力します。

表 13：DHCP サーバ用の show コマンド

目的コマンド

特定のDHCPサーバによって記録されているす
べてのアドレス競合のリストを表示します。ワ

イヤレスデバイスで記録された競合を表示する

には、ワイヤレスデバイスの IPアドレスを入
力します。

showipdhcpconflict [address]

DHCPデータベースでの最近のアクティビティ
を表示します。

このコマンドは特権 EXECモードで
使用してください。

（注）

showipdhcpdatabase [url]
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目的コマンド

送受信されたサーバの統計情報やメッセージに

関するカウント情報を表示します。

showipdhcpserverstatistics

clear コマンド

DHCPサーバ変数を消去するには、表 14：DHCPサーバ用の clearコマンド, （148ページ）にあ
るコマンドを特権 EXECモードで使用します。

表 14：DHCP サーバ用の clear コマンド

目的コマンド

DHCPデータベースから自動アドレスバイン
ディングを削除します。address引数を指定する
と、特定の（クライアント）IPアドレスの自動
バインディングが消去されます。アスタリスク

（*）を指定すると、すべての自動バインディ
ングが消去されます。

clear ip dhcp binding {address | *}

DHCPデータベースのアドレス競合をクリアし
ます。address引数を指定すると、特定の IPア
ドレスの競合が消去されます。アスタリスク

（*）を指定すると、すべてのアドレスの競合
が消去されます。

clearipdhcpconflict {address | *}

すべてのDHCPサーバのカウンタを 0にリセッ
トします。

clearipdhcpserverstatistics

debug コマンド

DHCPサーバデバッグをイネーブルにするには、次のコマンドを特権 EXECモードで使用しま
す。

debug ip dhcp server {events | packets | linkage}

ワイヤレスデバイスの DHCPサーバのデバッグを無効にするには、このコマンドの no形式を使
用します。

アクセスポイントのセキュアシェルの設定

ここでは、SSH機能を設定する方法について説明します。
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この項で使用されるコマンドの構文と使用方法の詳細は、『Cisco IOSSecurityCommandReference
for Release 12.4』の「Secure Shell Commands」の項を参照してください。

（注）

SSH の概要

SSHは、レイヤ 2またはレイヤ 3の装置に安全なリモート接続を提供するプロトコルです。SSH
には、SSHバージョン 1と SSHバージョン 2の 2種類のバージョンがあります。このソフトウェ
アリリースでは、どちらのSSHバージョンもサポートします。バージョン番号を指定しないと、
アクセスポイントがデフォルトのバージョン 2になります。

SSHはデバイスの認証時に強力な暗号化を行うため、Telnetよりもリモート接続の安全性が高く
なります。SSH機能では SSHサーバと SSH統合クライアントを使用します。クライアントは次
のユーザ認証方式をサポートします。

SSHの詳細については、『Cisco IOS Security ConfigurationGuide for Release 12.4』の「Other Security
Features」のパート 5を参照してください。

このソフトウェアリリースの SSH機能は IP Security（IPsec）をサポートしていません。（注）

SSH の設定

SSHを設定する前に、Cisco.comから暗号ソフトウェアイメージをダウンロードします。詳細に
ついては、このリリースのリリースノートを参照してください。

SSHを設定し、SSHの設定を表示する方法については、次の URLにある、『Cisco IOS Security
Configuration Guide for Release 12.4』のパート 6「Other Security Features」を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/configuration/guide/12_4/sec_12_4_book.html

クライアント ARP キャッシング
関連付けられたクライアント装置のアドレス解決プロトコル（ARP）キャッシュを保持するよう
に、ワイヤレスデバイスを設定できます。ワイヤレスデバイスでARPキャッシュを保持すると、
無線 LANのトラフィック負荷が軽減されます。ARPキャッシングはデフォルトで無効に設定さ
れています。

ここでは、次の情報について説明します。

クライアント ARP キャッシングの概要

ワイヤレスデバイスでの ARPキャッシングは、クライアントデバイスへの ARP要求をワイヤレ
スデバイスで止めることによって、無線 LAN上のトラフィックを軽減します。ワイヤレスデバ
イスは、ARP要求をクライアントデバイスへ転送する代わりに、関連付けられたクライアントデ
バイスに代わって ARP要求に応答します。
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ARPキャッシングを無効にすると、ワイヤレスデバイスはすべての ARP要求を無線ポート経由
で関連付けられたクライアントに転送します。ARP要求を受け取ったクライアントが応答します。
一方、ARPキャッシングを有効にすると、ワイヤレスデバイスは関連付けられたクライアントに
代わって ARP要求に応答し、クライアントへは要求を転送しません。ワイヤレスデバイスは、
キャッシュにない IPアドレス宛ての ARP要求を受け取ると、その要求をドロップして転送しま
せん。ワイヤレスデバイスは、ビーコンに情報エレメントを追加し、バッテリの寿命を延ばすた

めにブロードキャストメッセージを安全に無視できることをクライアントデバイスに通知しま

す。

アクセスポイントにシスコ製以外のクライアントデバイスが関連付けられ、そのデバイスがデー

タを通さない場合、ワイヤレスデバイスはそのクライアントの IPアドレスを認識していない可能
性があります。無線 LANでこの状況が頻発する場合は、オプションの ARPキャッシングを有効
にできます。ARPキャッシングがオプションの場合、ワイヤレスデバイスは、既知の IPアドレ
スを持つクライアントに代わって応答しますが、不明なクライアント宛てのARP要求は無線ポー
トから転送します。ワイヤレスデバイスは、関連付けられている全クライアントの IPアドレスを
学習すると、それら関連付けられたクライアント宛て以外の ARP要求をドロップします。

クライアント ARP キャッシングの設定

関連付けられたクライアントのARPキャッシュを保持するようにワイヤレスデバイスを設定する
には、特権 EXECモードで次の手順を実行します。

手順の概要

1. configureterminal
2. dot11arp-cache[optional]
3. end
4. showrunning-config
5. copyrunning-configstartup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminalステップ 1   

ワイヤレスデバイス上でARPキャッシングを有効にします。dot11arp-cache[optional]ステップ 2   

（任意）ワイヤレスデバイスが IPアドレスを認識している
クライアントデバイスに限って ARPキャッシングを有効に
するには、optionalキーワードを使用します。

特権 EXECモードに戻ります。endステップ 3   

入力を確認します。showrunning-configステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-configstartup-configステップ 5   

次の作業

例：ARPキャッシュの設定

次の例では、アクセスポイントで ARPキャッシングを設定する方法を示します。

AP# configure terminal
AP(config)# dot11 arp-cache
AP(config)# end

ポイントツーマルチポイントブリッジングにおける複数の VLAN とレート制限の設
定

この機能は、ポイントツーマルチポイントブリッジングを変更したもので、複数のVLANで動作
しながら、各 VLANのトラフィックレートを制御できるように設定するものです。

レート制限ポリシーは、非ルートブリッジでのファストイーサネット入力ポートにだけ適用

できます。

（注）

通常、複数の VLANをサポートしていると、別々の VLAN上にある各リモートサイトで、ポイ
ントツーマルチポイントブリッジリンクを設定できます。この設定では、各サイトへのトラフィッ

クを分離して制御することができます。レート制限機能により、リモートサイトがリンク帯域幅

全体のうち指定された量を超える帯域幅が消費されないようになります。アップリンクトラフィッ

クだけは、非ルートブリッジのファストイーサネット入力ポートを使用して管理できます。

クラスベースのポリシング機能を使用すると、レート制限を指定して、これを非ルートブリッジ

のイーサネットインターフェイスの入力に適用できます。イーサネットインターフェイスの入力

にレートを適用すると、すべての受信イーサネットパケットが設定したレートに適合します。
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