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WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの
Wi-Fi によって保護される設定（WPS）登録設
定 

目標
 

Wi-Fi によって保護される設定（WPS）はネットワーク セキュリティの侵害なしで無線ネ
ットワークの簡単な確立を有効に する規格です。 WPS が有効に なる場合ネットワーク名
、キーおよび他のいろいろな設定は入る必要はありません。 WPS は新しい WPS に可能な
クライアントがネットワークに加入することを可能にするようにデバイス PIN コードが、
通常 8 桁数、か押しボタン イベント要求します。
 
この技術情報は WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの WPS を設定する方法を説
明します。
  

適当なデバイス
 

WAP121
WAP321
  

[Software Version]
 

1.0.3.4
  

クライアントの登録
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > WPS プロセス 
ページが開く WPS プロセス 『Wireless』 を選択 し、:
 



●

●

 
これらのメソッドの 1 つ WAP デバイスに無線クライアントを登録するのにどちらかを使用
できます。
 

PIN 登録— Personal identification number （PIN）は製品ラベルにあるか、または WPS セッ
トアップページで表示することができます。 
PBC 登録—押しボタン 設定（PBC）は製品でまたはデバイスのソフトウェア ユーティリテ
ィによって行われます。
 

PIN 方式によるクライアント登録

WAP デバイスに無線クライアントを登録するために PIN 方式によって下記に与えられるス
テップに従って下さい。

ステップ 1.デバイスを登録するため WPS 例 ID ドロップダウン リストから WPS の例を選
択して下さい。 それは例のために識別として使用されます; ただし、WAP は WPS の 1 つ
の例だけをサポートします。

ステップ 2. PIN 登録フィールドで無線クライアントの PIN を入力して下さい。 PIN はクラ
イアントデバイスのハードウェアで印刷されるかもしれませんでしたりまたはデバイスのソ
フトウェア ユーティリティによって得られるかもしれません。

ステップ 3.登録プロセスを始めるために『Start』 をクリック して下さい。



注: またワイヤレス クライアント デバイスからの登録プロセスを開始できます。 WAP の
PIN は WPS セットアップページで生成することができます（『Wireless』 を選択 するの
にアクセスポイント設定 ユーティリティを > 設定される WPS 使用して下さい）。 保護さ
れる Wi-Fi と資格を与えられる WPS PIN および他の設定を設定する方法に関する更に詳し
い情報については技術情報を（WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの WPS）設定
を設定するために参照して下さい。

PBC 方式によるクライアント登録

WAP デバイスに無線クライアントを登録するために PBC 方式によって下記に与えられる
ステップに従って下さい。

注: WPS ハードウェア ボタンを備えているワイヤレス デバイスだけクライアント登録の
PBC 方式を使用できます。

ステップ 1.デバイスを登録するため WPS 例 ID ドロップダウン リストから WPS の例を選
択して下さい。 ただし、WAP は WPS の 1 つの例だけをサポートします。

ステップ 2. PBC 登録方式によって登録プロセスを始めるために『Start』 をクリック して
下さい。 2 分以内に、それを WAP に接続されて得るためにクライアントデバイスの
 WPS ハードウェア ボタンを押して下さい。

インスタンス情報

次の情報がある例ステータス エリアにスクロールして下さい:

WPS は status — WPS プロセスが WAP デバイスのイネーブルまたはディセーブルであるか
どうか表示します。

●

州 WPS 設定は WAP デバイスの WPS 設定状態を表示します。●

–未設定—バーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAP）設定が WPS によって行われ



る、そのあとで設定されるへのステートの変化ことを示します。

–設定される— VAP 設定が外部レジストラによって行うことができない示し、現在の設
定をことを保ちます。

トランザクション ステータス— WAP デバイスと無線クライアント間の現在のトランザクシ
ョン ステータスを表示します。 登録プロセスが完了するとき、トランザクション ステータ
スはどれもから成功に変更しません。

●

操作上 WPS は status —現在の WPS 操作状態を表示します。 ユーザがクライアントデバイ
スの PIN を入力する時、入学者の追加への WPS 操作上ステータス 変更。 登録プロセスが完
了する時、用意するべき WPS 操作上ステータス 変更。

●

AP ロック式は status —現在の例がネットワークの外部の他のレジストラをブロックするロ
ック式状態にあるかどうか表示します。 利用可能なオプションは次のとおりです:

●

–一時—デバイスは一時的にロックダウンであり、ロックダウンの期間は表示されます。

–パーマネント—デバイスは永久にロックダウンです。

無効な PIN の失敗した試行—認証が不正確か無効なパスワードが原因で失敗した回数を表示
します。

●

次の情報がある例サマリ エリアにスクロールして下さい:

WPS VAP — WPS 例と関連付けられるバーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAP） ID
を表示します。 VAP は Wireless LAN をセグメント化し、1 つの物理デバイスの複数のアク
セス ポイントを模倣するバーチャルLAN （VLAN）のワイヤレス等量です。

●

SSID： WPS 例で使用される SSID を表示します。 SSID が Wireless LAN を識別するのに使
用されています。

●

security — WPS 例で使用されるセキュリティの種類を表示します。●

ステップ 1. （オプションの）はページの最新ステータスを表示するために『Refresh』 を
クリック します。
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