
ISA550W および ISA570W 統合セキュリティの
基本的なワイヤレス設定の設定 アプライアンス 

目標
 

Wireless Local Area Network （WLAN）は無線通信の使用によって短い 距離上の複数のデ
バイスをリンクする無線ネットワークの型です。 
 
この技術情報は ISA550W および ISA570W 統合セキュリティの基本的なワイヤレス設定を
行う方法をアプライアンス説明します。
  

適当なデバイス
 

• ISA550W  
• ISA570W 
  

[Software Version]
 

• v1.1.14
  

基本的なワイヤレス設定の設定
 

ステップ 1. ISA500 シリーズ コンフィギュレーションユーティリティへのログインは、> 基
本的な設定 『Wireless』 を選択 し。 基本的な設定 ページは開きます:
 

 
ステップ 2.デバイスの無線をつけるためにワイヤレス Radio フィールドの ONオプション・
ボタンをクリックして下さい。
 



 
 
ステップ 3 ワイヤレス モード ドロップダウン リストから、セキュリティ アプライアンス
にアクセスするすべての無線クライアントに適している無線技術を選択して下さい。 ドロ
ップダウン リストに次のテクノロジーがあります。
 

• 802.11b/g は混合しました— 802.11b および 802.11g は両方クライアント セキュリティ
アプライアンスにアクセスできます。
 
• 802.11g/n は混合しました— 802.11g および 802.11n 無線クライアントは両方セキュリ
ティ アプライアンスにアクセスできます。
 
• 802.11b/g/n は混合しました— 802.11g、802.11b、または 802.11n 無線クライアントは
セキュリティ アプライアンスにアクセスできます。
 
• 802.11n だけ— 802.11n 無線クライアントだけセキュリティ アプライアンスにアクセス
できます。 
 
 

 
ステップ 4.ワイヤレス チャネル ドロップダウン リストから無線クライアントとセキュリテ
ィ アプライアンス間の通信のための最適チャネルを（近隣チャネル 干渉および環境ノイズ
から自由な）選択して下さい。 最適チャネルが不確かである場合、セキュリティ アプライ



アンスが適したチャネルを判別するように自動を選択して下さい。
 

 
ステップ 5 周波数帯域の幅が 20 MHz であることである場合帯域幅チャネル ドロップダウ
ン リストから 20 MHz を選択して下さい。 さもなければ、セキュリティ アプライアンスが
適した幅を判別するように自動を選択して下さい。
 

 
注: 自動がワイヤレス チャネルから選択されれば拡張 チャネルを設定できません。
 
ステップ 6.追加周波数のチャネルを定義するために拡張 チャネル ドロップダウン リストか
ら次のいずれかのオプションを選択して下さい。
 

• 下部の—ワイヤレス デバイスにアクセスするより多くのネットワーク デバイスがあると
き 20 MHz チャネルを使用して先行する 20 MHz 周波数帯域を、割り当てます他のデバイ
スを持っています接続するべきチャネル領域を使用します。
 
• 上部—次の 20 MHz 周波数帯域を使用します。 ワイヤレス デバイスにアクセスするより
少ないネットワーク デバイスがあるときこれを使用できます。
 



 
ステップ 7.セキュリティ アプライアンスが無線クライアントがする電力を節約することを
可能にするように不定期自動節電配達（U-APSD）フィールドの Enableオプション・ボタ
ンをクリックしま次のビーコンフレームを待っていますよりもむしろキュー トラフィック
をいつでも要求するように。 さもなければ、機能を無効に するために『Disable』 をクリ
ック して下さい。
 
ステップ 8 同じ VLAN の SSID が互いによって見られ、1 SSID のトラフィックが他のどの
SSID にブロックされるべきなら SSID 隔離フィールドの Enableオプション・ボタンをクリ
ックして下さい。 さもなければ、『Disable』 をクリック して下さい。
  

SSID の設定
 

ステップ 1. 『Wireless』 を選択 するべき ISA500 シリーズ コンフィギュレーションユーテ
ィリティへのログイン > 基本的な設定。 基本的な設定 ページは開きます:
 



 
セキュリティ アプライアンスは 4 SSID までサポートします。
 
ステップ 1： Enable カラムのセキュリティ アプライアンスで有効に なる必要がある SSID
に対応するチェックボックスをチェックして下さい。 4 SSID はすべて同時に有効に するこ
とができます。
 
SSID 名前のうちのどれかが変更される必要がある場合ステップ 2. （オプションの）は
SSID 名前列の下でフィールドで望ましい SSID 名前を入力します。
 
ステップ 3. （オプションの）チェック SSID をブロードキャストする SSID ブロードキャ
スト カラムのチェックボックス。 これはネットワークのアベイラビリティについて確認す
ることを範囲内のワイヤレス デバイスが可能にします。 SSID ブロードキャストがチェッ
クを外される場合、自動 SSID 検出は防がれ、無線ユーザはその SSID に無線接続を設定す
るために SSID を知る必要があります。
 
ステップ 4 SSID のセキュリティモードはセキュリティモード カラムの下で表示されます。
SSID のセキュリティ設定が行われる必要がある場合対応する SSID の編集（鉛筆）アイコ
ンをクリックして下さい。
 
注: SSID セキュリティモードを設定するためにこの技術情報の SSID セキュリティ サブセ
クションの設定を参照して下さい。
 
ステップ 5 MAC フィルタリングが割り当てる手法であるかまたは SSID へのアクセスをブ
ロックすることは要求ワイヤレス デバイスの MAC アドレスに基づいていたイネーブルまた
はディセーブルであるかどうか MAC フィルタリング列の表示。 ワイヤレスアクセスが
MAC アドレスに基づいて制御される必要がある場合対応する SSID の編集（鉛筆）アイコ
ンをクリックして下さい。
 
注: MAC アドレス フィルタリングを設定するためにこの技術情報の MAC フィルタリング 
サブセクションの設定を参照して下さい。
 
ステップ 6 SSID に接続されるその SSID の VLAN マッピング カラムの下でワイヤレス デ
バイスからのトラフィックが表示される VLAN ID。 ワイヤレス デバイスからトラフィック



が別の VLAN に送信される必要がある場合対応する SSID の編集（鉛筆）アイコンをクリッ
クして下さい。
 
注: VLAN マッピングを設定するためにこの技術情報の VLAN マッピング サブセクションの
設定を参照して下さい。
 
ステップ 7 Wi-Fi マルチメディアはトラフィックに優先順位をつけることをセキュリティ ア
プライアンスのアクセス ポイントが可能にする Wi-Fi 無線接続上の QoS と定義されます。
その SSID の Wi-Fi マルチメディア 機能を有効に するために Wi-Fi マルチメディア カラム
の下で望ましい SSID のチェックボックスをチェックして下さい。 機能を無効に するため
にチェックボックスのチェックを外して下さい。
 
ステップ 8. （オプションの）チェックその SSID で目に見えない互いに可能にするステー
ション分離カラムの下の望ましい SSID のチェックボックス 無線ユーザが。 機能を無効に
するためにチェックボックスのチェックを外して下さい。
 
ステップ 9. （オプションの） SSID は特定の期間の間アクティブであるために毎日スケジ
ュールすることができます。 SSID スケジューリングはオプションの設定することができま
すです。 これらの設定に関しては、この技術情報の SSID スケジューリング サブセクショ
ンの設定を参照して下さい。
 
ステップ 10.ページをスクロールし、設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さ
い。
  

SSID セキュリティの設定
 

 
SSID の名前は SSID Name フィールドで表示されます。
 
ステップ 1.ユーザ Limit フィールドで『SSID』 を選択 されるによってセキュリティ アプラ
イアンスにアクセスできる無線クライアントの数を入力して下さい。 制限によってが 0 か
ら 200 および 0 まで及ぶユーザは『SSID』 を選択 されることをにユーザの数を接続する
ことに制限がないことを示します。
 



 
ステップ 2.セキュリティモード ドロップダウン リストからのこの SSID によって通信に使
用するべきセキュリティ型を選択して下さい。 ドロップダウン リストにセキュリティモー
ドの次の型があります:
 

• 範囲の内で現在のどのワイヤレス デバイスでも SSID に接続されることができるところ
オープン デフォルト設定。
 
• radius — 無線クライアント認証は RADIUSサーバを通ってあり、データ暗号化のために
WEPキーを使用します。
 
• WEP — Wired Equivalent Privacy（WEP）はデータ暗号化のために静的な 64 ビットま
たは 128 ビット 共有鍵を使用します。
 
• WPA -エンタープライズ— Wi-Fi プロテクテッド アクセス（WPA）は WEP よりよいセ
キュリティを提供する使用し、どちらか Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）に続き
ますダイナミック キー暗号化をデータ暗号化のための対称 128 ビット データ ブロック手
法を使用する高度暗号化 システム（AES）をまたはメッセージの整合性コード（MIC）組
み込む。 無線クライアント認証は RADIUSサーバを通ってあります。
 
• WPA -個人的— TKIP または AES 暗号化メカニズム データ暗号化のために使用し、認証
サーバを必要としません。
 
• WPA/WPA2 -混合されるエンタープライズ— WPA および WPA2 がエンタープライズ 無
線クライアント両方同時に接続するようにし、暗号化手法は自動的にクライアントに基づ
いて選択されます。
 
• WPA/WPA2 -個人的な混合された— WPA および WPA2 が両方個人的な無線クライアン
ト同時に接続するようにし、暗号化手法は自動的にクライアントに基づいて選択されます
。
 
• WPA2 -エンタープライズ—データ暗号化の無線クライアント認証および AES 手法に
RADIUSサーバを提供します。
 
• WPA2 -個人的—データ暗号化のための AES 手法を提供します。
 

注: ステップ 2.で選択されるセキュリティモードの種類に基づいてそれぞれセキュリティモ
ード サブセクションの下でコンフィギュレーションのステップに、従って下さい。
  
セキュリティモードを開いて下さい



 
トラフィックのためのデータ暗号化は SSID に出入してありません。 このセキュリティモ
ードは不確かなデータ転送が推奨されなかった原因ではないですが、最初のネットワーク構
成の間に使用されます。 スクロールして下さい SSID - Edit ウィンドウは設定を保存するた
めに『OK』 をクリック し。
 
SSID の設定と続くために、ここをクリックして下さい。 SSID 特性を編集し続けるために
この記事（SSID の下の Next タブ- Edit ウィンドウ）の MAC フィルタリング部分の設定を
参照して下さい。
  
RADIUS セキュリティモード
 

 
ステップ 1. RADIUSサーバ ID ドロップダウン リストからクライアント認証のための望まし
い RADIUS グループを選択して下さい。
 
注: RADIUS グループである最大 3 つの RADIUS グループはセキュリティ アプライアンス
でプライマリおよびセカンダリRADIUSサーバで、設定することができます構成します。
RADIUS グループが設定される必要がある場合ユーザ > セキュリティ アプライアンス コン
フィギュレーションユーティリティの RADIUSサーバを通ってナビゲートして下さい。
 
タイムセーバ: ステップ 1 で『Group』 を選択 されるの RADIUSサーバ設定設定は対応する
フィールドでデフォルトで表示されます。 コンフィギュレーションの設定が変更される必



要がある場合ステップ 2 からステップ 7.にステップに従って下さい。 さもなければ、ステ
ップ 8.にスキップして下さい。
 
呼び出します。 プライマリ RADIUSサーバ IP address フィールドでは、クライアントが認
証する必要があるプライマリ RADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 3 プライマリ RADIUSサーバ Port フィールドでは、クライアント認証に使用する
べきポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 4 プライマリ RADIUSサーバでは共用秘密フィールドは、プライマリ RADIUSサ
ーバの秘密鍵を入力します。
 
注: セカンダリRADIUSサーバ 設定はオプションであり、プライマリ RADIUSサーバへのバ
ックアップとしてだけ使用されます。 要件に基づいて、セカンダリRADIUSサーバを設定し
て下さい。
 
ステップ 5 セカンダリRADIUSサーバ IP address フィールドでは、クライアントが認証す
る必要があるセカンダリRADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 6 セカンダリRADIUSサーバ Port フィールドでは、クライアント認証に使用する
べきポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 7 セカンダリRADIUSサーバでは共用秘密フィールドは、セカンダリRADIUSサー
バの秘密鍵を入力します。
 
ステップ 8.スクロールして下さい SSID - Edit ウィンドウは設定を保存するために『OK』
をクリック し。
  
WEP セキュリティモード
 



 
ステップ 1.認証ドロップダウン リストから SSID のための認証の目的の型を選択して下さ
い。
 

• ワイヤレス デバイスがセキュリティ アプライアンスに接続することができるように
system — No 鍵を必要とされます開いて下さい。
 
• system — ワイヤレス デバイス共有されるセキュリティ アプライアンスに接続するべき
事前共有キーを持つべきです。
 
• 自動—ワイヤレス デバイスに基づいて公開システムおよび共用システム認証手法両方に
採用します。
 

ステップ 2.セキュリティ アプライアンスがデータ転送のために使用するデフォルト キーを
定義するためにデフォルト送信 Key フィールドの望ましいキー Numberオプション・ボタ
ンをクリックして下さい。
 
ステップ 3.望ましい暗号化強度に基づいて暗号化ドロップダウン リストから暗号化の種類
を選択して下さい。 ドロップダウン リストに 64 ビット（10 の十六進ディジット）、64 ビ
ット（5 ASCII）、128 ビット（26 の十六進ディジット）、または 128 ビット（13
ASCII）があります。 暗号化の強度はキーのサイズによって決まります。
 
キーは次のいずれかの手法によって設定することができます。
 

• パスフレーズ— 4 つのユニークな WEPキーはパスフレーズの助けによって自動的に生成
されます。
 
• キー（1,2,3,4） —手動で作成された WEPキー。
 



 
ステップ 4 WEPキーがパスフレーズを使用して生成されるべきなら英数字句を及び、4 か
らパスフレーズ フィールドの 63 文字まで『Generate』 をクリック します入力して下さい
。 4 つのユニークな WEPキーは自動的に生成されます:
 



 

 
ステップ 5 WEP パスフレーズが定義されない場合、ステップ 3.で選択される暗号化の種類
に基づいて対応したキー フィールドで WEPキーを手動で入力して下さい。 WEPキーは 64
ビット暗号化のための 5 つの ASCII文字および 128 ビット暗号化のための 13 の ASCII文字



である必要があります。
 
ステップ 6.スクロールして下さい SSID - Edit ウィンドウは設定を保存するために『OK』
をクリック し。
 
SSID の設定と続くために、ここをクリックして下さい。 SSID 特性を編集し続けるために
この記事（SSID の下の Next タブ- Edit ウィンドウ）の MAC フィルタリング部分の設定を
参照して下さい。
  
WPA エンタープライズ、WPA2 エンタープライズおよび WPA/WPA2 エンタープライズに
よって混合されるセキュリティモード
 

 
ステップ 1.暗号化ドロップダウン リストから暗号化の目的の型を選択して下さい。 ドロッ
プダウン リストに TKIP および AES があります。
 
注: WPA2 -個人的選択されます、そして使用されるデータ暗号化は AES 常にです。
WPA/WPA 2 -個人的な混合されたセキュリティモードは選択されます、暗号化の種類は
AES と TKIP の間で自動的に選択されます。
 
呼び出します。 キーの更新タイムアウト フィールドでは、0 から 4194303 秒まで及ぶ、そ
のあとでキーはこの SSID に接続される無線クライアントのためにリフレッシュされますタ
イムインターバルを入力して下さい。 キーがリフレッシュされないこと時間 0 は表します
。
 
ステップ 3. RADIUSサーバ ID ドロップダウン リストからクライアント認証のための望まし
い RADIUS グループを選択して下さい。
 
注: 各 RADIUS グループがセキュリティ アプライアンスで設定することができるセカンダ
リRADIUSサーバおよびプライマリで構成する最大 3 つの RADIUS グループ。 RADIUS グ
ループが設定されるべきならユーザ > セキュリティ アプライアンス コンフィギュレーショ
ンユーティリティの RADIUSサーバを通ってナビゲートして下さい。



タイムセーバ: ステップ 3 の選択したグループの RADIUSサーバ設定設定は対応するフィー
ルドでデフォルトで表示されます。 コンフィギュレーションの設定が変更される必要があ
る場合ステップ 4 からステップ 9.にステップに従って下さい。 さもなければ、ステップ
10.にスキップして下さい。
 
ステップ 4 プライマリ RADIUSサーバ IP address フィールドでは、クライアントが認証す
る必要があるプライマリ RADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 5 プライマリ RADIUSサーバ Port フィールドでは、クライアント認証に使用する
べきポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 6 プライマリ RADIUSサーバでは共用秘密フィールドは、プライマリ RADIUSサ
ーバの秘密鍵を入力します。
 
注: セカンダリRADIUSサーバ設定はそれがプライマリ RADIUSサーバへのバックアップと
して使用される従って要件もし必要ならに基づいてセカンダリ RADIUS 設定を行いなさい
のでオプションです。
 
ステップ 7 セカンダリRADIUSサーバ IP address フィールドでは、クライアントが認証す
る必要があるセカンダリRADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 8 セカンダリRADIUSサーバ Port フィールドでは、クライアント認証に使用する
べきポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 9： セカンダリRADIUSサーバでは共用秘密フィールドは、セカンダリRADIUSサ
ーバの秘密鍵を入力します。
 
ステップ 10.スクロールして下さい SSID - Edit ウィンドウは設定を保存するために『OK』
をクリック し。
 
SSID の設定と続くために、ここをクリックして下さい。 SSID 特性を編集し続けるために
この記事（SSID の下の Next タブ- Edit ウィンドウ）の MAC フィルタリング部分の設定を
参照して下さい。
  
WPA-個人的、WPA 2 -個人的、WPA/WPA2 -個人的な混合されたセキュリティモード
 

 
ステップ 1： WPA -個人的セキュリティモードとして、望ましい暗号化選択されます暗号化
ドロップダウン リストから選択されます。 利用可能な型は TKIP または AES です。
 



注: WPA2 -個人的選択されます、そして使用されるデータ暗号化は AES 常にです。
WPA/WPA 2 -個人的な混合されたセキュリティモードは選択されます、暗号化の種類は
AES と TKIP の間で自動的に選択されます。
 
ステップ 2. WEP のための事前共有キーを、8 から共用秘密鍵の 63 まで及ぶ文字列入力し
て下さい。
 
ステップ 3 キーの更新タイムアウト フィールドでは、タイムインターバルを、及びます 0
から 4194303 秒まで入力して下さい、そのあとでキーはこの SSID に接続される無線クラ
イアントのためにリフレッシュされます。 時間 0 はキーをリフレッシュされません表しま
す。
 
ステップ 4.スクロールして下さい SSID - Edit ウィンドウは設定を保存するために『OK』
をクリック し。
 
SSID の設定と続くために、ここをクリックして下さい。 SSID 特性を編集し続けるために
この記事（SSID の下の Next タブ- Edit ウィンドウ）の MAC フィルタリング部分の設定を
参照して下さい。
  

MAC フィルタリングの設定
 

 
 
ステップ 1.デバイスの MAC アドレスに基づいてアクセスコントロール ポリシーを定義す
るために次の望ましい Radio ボタンの 1 つをクリックして下さい。
 

• disable — SSID の MAC フィルタリングを無効に します。 デフォルトで、MAC フィル
タリングはすべての SSID で無効に なります。
 
• 次の MAC アドレスだけ無線ネットワークに接続するようにして下さい—接続コントロー
ルリストの特定のMACアドレスが付いているワイヤレス デバイスだけ SSID に接続される
ことができ、他のすべてのデバイスは無線ネットワークへのアクセスを拒否されます。



• 次の MAC アドレスが無線ネットワークに接続することを—防いで下さい接続コントロー
ルリストの特定のMACアドレスが付いているワイヤレス デバイスは SSID へのアクセスを
拒否され、他のすべてのデバイスは無線ネットワークにアクセスすることができます。
 

呼び出します。 接続コントロールリスト表の下で、MAC Address フィールドで無線デバイ
スの MAC アドレスを入力して下さい。
 
注: 最大 16 MAC アドレスは定義することができます。
 
ステップ 3.スクロールして下さい SSID - Edit ウィンドウは設定を保存するために『OK』
をクリック し。
 
SSID の設定と続くために、ここをクリックして下さい。 SSID 特性を編集し続けるために
この記事（SSID の下の Next タブ- Edit ウィンドウ）の VLAN マッピング部分の設定を参照
して下さい。
  

VLAN マッピングの設定
 

 
ステップ 1. VLAN ドロップダウン リストから VLAN ID をように特定の SSID パススルーに
接続されるすべてのワイヤレス デバイスからのトラフィック選択して下さい。
 
ステップ 2.スクロールして下さい SSID - Edit ウィンドウは設定を保存するために『OK』
をクリック し。
 
SSID の設定と続くために、ここをクリックして下さい。
  

SSID スケジューリングの設定
 

SSID は特定の期間の間アクティブであるために毎日設定することができます。
 



 
ステップ 1.その SSID のためのスケジューリングを有効に するためにアクティブな時間 フ
ィールドの ONオプション・ボタンをクリックして下さい。 OFFオプション・ボタンがクリ
ックされる場合、SSID はいつもアクティブです。
 
タイムセーバ: ステップ 1 で消される場合、ステップ 4.にスキップして下さい。
 
呼び出します。 SSID を特定の時にブロードキャストするために、時間の開始時刻を、分選
択すれば AM か PM は初めからドロップダウン リストを時間を計ります。
 
ステップ 3 SSID のブロードキャストをある特定の時に停止するために、停止ドロップダウ
ン リストから時間の停止時間を、分 AM か PM 選択すれば。
 
ステップ 4.スクロールして下さい SSID - Edit ウィンドウは設定を保存するために『OK』
をクリック し。
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