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WAP の設定 ワイヤレスセキュリティ設定 
概要
 

ワイヤレスアクセスポイント（WAP）のワイヤレスセキュリティを設定することはワイヤ
レス デバイス、また無線ネットワークに送信するデータのプライバシーを妥協するかもし
れない侵入者から無線ネットワークを保護する高概要です。 個人的な MAC フィルタの、
Wi-Fi Protected Access（WPA） （WPA/WPA2）設定によっておよび WPA/WPA2 エンタ
ープライズ 無線ネットワークのワイヤレスセキュリティを設定できます。
 
MAC フィルタリングが MAC アドレスを使用してネットワークにアクセスするために無線
クライアントをフィルタリングするのに使用されています。 クライアント リストは割り当
てにまたはプリファレンスによってネットワークに、アクセスするためにリストのアドレス
をブロックするために設定されます。 詳細を MAC フィルタリングについて学ぶために、こ
こをクリックして下さい。
 
個人的な WPA/WPA2 および WPA/WPA2 エンタープライズはプライバシーを保護するのに
無線ネットワーク上の送信されたデータの暗号化によって使用されるセキュリティプロトコ
ルです。 WPA/WPA2 は IEEE規格 802.11E および 802.11i と互換性があります。 セキュリ
ティプロトコルを Wired Equivalent Privacy（WEP）と比較されて、WPA/WPA2 は認証お
よび暗号化機能を改良しました。
 
個人的な WPA/WPA2 はホーム使用のためであり、WPA/WPA2 エンタープライズはビジネ
ス スケーリングされたネットワークのためです。 WPA/WPA2 エンタープライズは個人的
な WPA/WPA2 と比較されるネットワークのより大きいセキュリティおよび集中制御を提供
します。
 
このシナリオでは WPA/WPA2 を使用している侵入者からネットワークを保護するために、
ワイヤレスセキュリティは個人的なおよびエンタープライズ設定 WAP で設定される筈だ。
  

目標
 

この技術情報は無線ネットワークのセキュリティおよびプライバシーを改善するために
WPA/WPA2 を設定する方法を個人的なおよび企業セキュリティ プロトコル示すことを向け
ます。
 
注: この技術情報はサービス セット ID（SSID）か Wireless Local Area Network
（WLAN）が WAP で既に作成されてしまったと仮定します。
  

適当なデバイス
 

WAP100 シリーズ
WAP300 シリーズ
WAP500 シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.2.14 – WAP131、WAP351
1.0.6.5 – WAP121、WAP321
1.3.0.4 – WAP371

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5081
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5081
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1.1.0.7 – WAP150、WAP361
1.2.1.5 - WAP551、WAP561
1.0.1.11 – WAP571、WAP571E
  

設定 ワイヤレスセキュリティ設定
 
個人的な設定 WPA/WPA2
 

ステップ 1.アクセス ポイントの Webベース ユーティリティへのログインは > ネットワー
ク 『Wireless』 を選択 し。
 
注: 下記のイメージでは WAP361 の Webベース ユーティリティは一例として使用されます
。 メニューオプションはデバイスのモデルによって変わるかもしれません。
 

 
呼び出します。 バーチャルアクセス アクセス・ポイント（SSID）エリアの下で、設定し、
『Edit』 をクリック したいと思う SSID のチェックボックスをチェックして下さい。
 
注: この例では、VAP1 は選択されます。
 

 
ステップ 3.セキュリティ ドロップダウン リストからの個人的『WPA』 をクリック して下
さい。
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ステップ 4.チェックボックスのチェックによって WPA バージョンを（WPA-TKIP か
WPA2-AES）選択して下さい。 2 つはすぐに選択されるかもしれません。
 

WPA-TKIP — Wi-Fi はアクセス一時的なキー統合 ツールを保護しました。 ネットワー
クにオリジナル WPA および TKIP セキュリティプロトコルだけをサポートするいくつ
かのクライアント ステーションがあります。 アクセス ポイントのための WPA-TKIP
だけ選択することが最新の Wi-Fi 同盟要件によって許可されないことに注目して下さい
。
WPA2-AES — Wi-Fi によって保護されるアクセス高度暗号化 規格。 ネットワークのす
べてのクライアント ステーションは WPA2 および AES-CCMP 暗号/セキュリティプロ
トコルをサポートします。 この WPA バージョンは IEEE 802.11i 規格ごとの最もよい
セキュリティを提供します。 最新の Wi-Fi 同盟要件によって、WAP はこのモードをい
つもサポートしなければなりません。
 

注: この例に関しては、チェックボックスは両方ともチェックされます。
 

 
ステップ 5. 8-63 文字で構成されているパスワードを作成し、Key フィールドで入力して下
さい。
 

 
注: 作成したパスワードを示すクリアテキスト ボックスように提示キーをチェックできます
。
 



 
ブロードキャスト キー リフレッシュ レート フィールドのステップ 6. （オプションの）は
、ブロードキャスト（グループ）キーがこの VAP と関連付けられるクライアントのために
リフレッシュされる間隔か値を入力します。 デフォルトは 300 秒であり、有効範囲は 0 か
ら 86400 秒からです。 0 という値はブロードキャスト キーがリフレッシュされないことを
示します。
 

 
ステップ 7. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
今 WAP で個人的な WPA を設定してしまいました。
  

設定 WPA/WPA2 エンタープライズ
 

ステップ 1.アクセス ポイントの Webベース ユーティリティへのログインは > ネットワー
ク 『Wireless』 を選択 し。
 
注: 下記のイメージでは WAP361 の Webベース ユーティリティは一例として使用されます
。
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呼び出します。 バーチャルアクセス アクセス・ポイント（SSID）エリアの下で、それの下
で Edit ボタンを設定し、クリックしたいと思う SSID をチェックして下さい。
 

 
ステップ 3.セキュリティ ドロップダウン リストからエンタープライズを『WPA』 を選択
して下さい。
 

 
ステップ 4. WPA バージョン（WPA-TKIP、WPA2-AES およびイネーブル 事前認証）を選
択して下さい。
 

イネーブル 事前認証— WPA バージョンとして WPA2-AES だけをまたは WPA-TKIP
および WPA2-AES 両方選択する場合、WPA2-AES クライアントのための事前認証を有
効に することができます。 WPA2 無線クライアントに事前認証パケットを送信してほ
しい場合このオプションをチェックして下さい。 事前認証 情報は WAP デバイスから
クライアントがターゲット WAP に現在 デバイスを使用していること中継されます。
この機能を有効に することは多重アクセスポイント（AP）に接続するローミング クラ
イアントのための認証の高速化を助けることができます。
 

注: このオプションはオリジナル WPA がこの機能をサポートしないので WPA バージョン
に WPA-TKIP を選択した場合適用しません。
 



 
ステップ 5. （オプションの）は設定を編集するために使用 グローバル な RADIUSサーバ
Settings チェックボックスのチェックを外します。
 

 
ステップ 6. （オプションの）は正しいサーバのIPアドレス タイプのための Radio ボタンを
クリックします。
 
注: この例に関しては、IPv4 は選択されます。
 



 
ステップ 7.サーバのIPアドレス フィールドで RADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さ
い。
 
注: この例に関しては 192.168.1.101 は使用されます。
 



 
ステップ 8 Key フィールドでは、WAP が RADIUSサーバに認証するのに使用する
RADIUSサーバに相当して Password 鍵を入力して下さい。 および特殊文字を 1 から 64 標
準英数字をから使用できます。
 
注: キーは大文字/小文字の区別があり、RADIUSサーバで設定されるキーを一致する必要が
あります。
 
WAP にと通信してほしいことステップ 9. （オプションの）はステップをネットワークの
RADIUSサーバ毎に 7-8 繰り返します。
 



 
ステップ 10. （オプションの）チェック ユーザが消費したリソースのトラッキングおよび
測定を有効に する EnableRADIUS 会計 チェックボックス（データのシステムの時刻、送信
される量）。 この機能を有効に することは両方のプライマリ および バックアップ サーバ
を説明する RADIUS を可能にします。
 



 
ステップ 11.クリックして下さい 。
 
今うまく WAP の WPA/WPA2 企業セキュリティを設定しました。
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