
WAP351 の設定 802.1X 設定 
目標
 

IEEE 802.1X 認証は WAP デバイスが保護された有線ネットワークへのアクセス権を得るよ
うにします。 有線ネットワークの 802.1X サプリカント（クライアント）で WAP デバイス
を設定できます。 WAP351 はまたオーセンティケータで設定することができます。 暗号化
されたユーザネームおよびパスワードは WAP デバイスが 802.1X を使用して認証するよう
に設定することができます。
 
IEEE 802.1X ポートベース ネットワーク アクセスコントロールを使用するネットワークで
、サプリカントは 802.1X オーセンティケータ対しまでのネットワークへのアクセス権を得
ることができません。 ネットワークが 802.1X を使用する場合、オーセンティケータにそれ
を供給できるように WAP デバイスの 802.1X 認証情報を設定して下さい。
 
この資料の目標は WAP351 の 802.1X サプリカント設定を行う方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• WAP351
  

[Software Version]
 

• v1.0.1.3
  

802.1X サプリカント設定の設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはシステム セキュリ
ティ > 802.1X を選択し。 802.1X ページは開きます。
 

 
呼び出します。 ポート表は 802.1X 認証のために設定することができる 5 つの LAN インタ
ーフェイスを示したものです。 編集したいポートに相当してチェックボックスをチェック



して下さい。
 

 
ステップ 3. Edit ボタンをクリックして下さい。 チェックされたポートは今編集に利用でき
ます。
 

 
ステップ 4 Enable フィールドでは、802.1X 設定を有効に したいと思うことポートのチェ
ックボックスをチェックして下さい。
 



 
ステップ 5 ドロップダウン リスト ロールのでは対応する ポートがサプリカントかオーセン
ティケータで設定されるかどうか、選択して下さい。 サプリカントを選択した場合、サプ
リカント設定コンフィギュレーションセクションは行きます。 オーセンティケータを選択
した場合、オーセンティケータ設定コンフィギュレーションセクションに行って下さい。
オーセンティケータはネットワークおよび RADIUSサーバ自体へのアクセス権を得たいクラ
イアント（サプリカント）の間にあります。 それは 2 間のすべての通信を行なう役割があ
ります。 サプリカントはオーセンティケータにネットワークへのアクセス権を得るために
資格情報を提供します。 WAP351 の典型的な設定に WAN ポートが認証システム サプリカ
ント（従って WAP ネットワークにアクセスできます）であるのをおよび LAN ポートをも
らうのをあります（従って WAP それの下のデバイスを承認できます）で。
 



  
サプリカント設定設定
 

ステップ 1.サプリカント設定情報を表示するために『Show Details』 をクリック して下さ
い。
 

 



注: この情報は Mode フィールドの選択をした後自動的に開くかもしれません。
 
呼び出します。 EAP 方式 ドロップダウン リストで、ユーザ名 および パスワードを暗号化
するのに使用するアルゴリズムを選択して下さい。 EAP は Extensible Authentication
Protocol（EAP）を意味し、暗号化アルゴリズムを基盤として使用されます。
 

 
利用可能なオプションは次のとおりです:
 

• MD5 — MD5 message-digest アルゴリズムは基本的なセキュリティを提供するのにハッ
シュ関数を利用します。 このアルゴリズムは他の 2 つとして、持っています高い安全性を
推奨されません。
 
• PEAP — PEAP は Extensible Authentication Protocol（EAP）保護されるを意味します。
それは EAP をカプセル化し、データを送信するのに TLS トンネルの使用によって MD5
より高い安全性を提供します。
 
• TLS — TLS は Transport Layer Security を意味し、高い安全性を提供するオープン標準
にです。
 

ステップ 3 Username フィールドでは、WAP デバイスが使用するユーザー名で入力して下
さい 802.1X オーセンティケータからの要求に応答した場合。 ユーザー名は長く 1 – 64 文
字である必要があり英数字および特殊文字を含むことができます。
 



 
ステップ 4 Password フィールドでは、WAP デバイスが使用するパスワードで入力して下
さい 802.1X オーセンティケータからの要求に応答した場合。 ユーザー名は長く 1 - 64 文
字である必要があり英数字および特殊文字を含むことができます。
 



 
ステップ 5 証明書ファイル ステータス領域はかどうか WAP デバイスで存在 する HTTP
SSL 証明書ファイル示します。 証明書ファイル現在フィールドは証明書がある場合 Yes を
示します; デフォルトは「いいえ」ありません。 証明書がある場合、認証満了満了日は切れ
る場合示します; さもなければ、デフォルトは"not present"です。 最新情報を表示するため
に、最新証明書情報を得るために Refresh ボタンをクリックして下さい。
 



 
ステップ 6 HTTP SSL 証明書ファイルをアップ ロードしたいと思わない場合ステップ 12 
にスキップして下さい。 さもなければ、HTTP を選択するか、または選択するために証明
書をアップ ロードするのにプロトコルが使用したいと思う転送方式 フィールドの Radio ボ
タンを TFTP して下さい。
 



 
ステップ 7 TFTP を選択した場合、ステップ 8.に進んで下さい。 『HTTP』 を選択 した場
合、PC の証明書ファイルを見つけるために参照…ボタンをクリックして下さい。 ステップ
10.にスキップして下さい。
 



 
ステップ 8 転送方式 フィールドの TFTP を選択した場合、Filename フィールドの証明書の
ファイル名で入力して下さい。
 



 
注: ファイルは .pem で終了する必要があります。
 
ステップ 9. TFTPサーバ IPv4 Address フィールドで TFTPサーバの IP アドレスを入力して
下さい。
 



 
ステップ 10. 『Upload』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 11： 確認ウィンドウは現われます。 アップロードを始めるために『OK』 をクリ
ック して下さい。
 



 
ステップ 12： 802.1X サプリカントで設定したいと思う各ポートのためのこのセクション
を繰り返して下さい。 それから、『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
オーセンティケータ設定設定
 

ステップ 1.オーセンティケータ設定情報を表示するために『Show Details』 をクリック し
て下さい。



 
注: この情報は Mode フィールドの選択をした後自動的に開くかもしれません。
 
呼び出します。 ポートに認証の間にグローバル な RADIUS 設定を使用してほしい場合使用
グローバル な RADIUSサーバ Settings チェックボックスをチェックして下さい。 ポートに
別の RADIUSサーバ（かサーバを）使用してほしかったらこのチェックボックスのチェック
を外して下さい; さもなければ、ステップ 8.にスキップして下さい。
 

 
注: 詳細については、技術情報が WAP131 および WAP351 のグローバル な RADIUSサーバ
設定を行うことを見て下さい。

ukp.aspx?vw=1&articleid=5063


ステップ 3 サーバのIPアドレス Type フィールドで、RADIUSサーバが使用する IP バージ
ョンに Radio ボタンを選択して下さい。 利用可能なオプションは IPv4 および IPv6 です。
 

 
注: アドレス タイプの間で IPv4 および IPv6 RADIUS アドレス設定値を行うために切り替わ
ることができますが WAP デバイスはこのフィールドで選択するアドレス タイプが付いて
いる RADIUSサーバかサーバだけ接続します。 1 設定の複数のサーバー使用異なるアドレ
ス タイプを持つことはできません。
 
ステップ 4 サーバのIPアドレス 1 かサーバ IPv6 アドレス 1 フィールドでは、ステップ 3.で
選択したアドレス タイプによって RADIUSサーバのための IPv4 または IPv6 アドレスを入
力して下さい。
 



 
注: このフィールドで入ったアドレスはポートのプライマリ RADIUSサーバを指定します。
それに続くフィールドで入るアドレス（サーバのIPアドレス 2 は 4）認証がプライマリ サ
ーバーによって失敗した場合順に試みられるバックアップ RADIUSサーバを指定します。
 
ステップ 5 Key フィールドでは、WAP デバイスが RADIUSサーバに認証するのに使用して
いるプライマリ RADIUSサーバに相当して共用秘密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。 キー 2 直通 4 フィールドのポートのために
設定した各々のそれに続く RADIUSサーバのためのこのステップを繰り返して下さい。
 

 



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。
 
ステップ 6 認証 ポート フィールドでは、WAP が RADIUSサーバに接続するのに使用する
ポートを入力して下さい。 認証 ポート 2 直通 4 フィールドで設定した各々のバックアップ
RADIUSサーバのためのこのステップを繰り返して下さい。 デフォルトは 1812 です。
 

 
ステップ 7 トラッキングを有効に するために有効 RADIUS 説明チェックボックスをチェッ
クすればリソースの測定はユーザ消費しました（送信されるデータのシステムの時刻、量等
）。 このチェックボックスをチェックすることはプライマリおよびバックアップサーバを
説明する RADIUS を有効に します。
 



 
ステップ 8 アクティブなサーバ ドロップダウン リストで、アクティブなサーバとして設定
されるべき設定された RADIUS サーバの 1 人を選択して下さい。 この設定は WAP が試み
るようにすぐにしま各サーバを順に接続することを試み、利用可能な最初の 1 つを選択し
ますよりもむしろアクティブなサーバを、接続することを。
 

 
ステップ 9： 定期的な再認証 フィールドでは、EAP 再認証をつけるために Enable チェッ
クボックスをチェックして下さい。 EAP 再認証を有効に したいと思わない場合ステップ
11.にスキップして下さい。
 



 
ステップ 10： 定期的な再認証 フィールドの Enable チェックボックスをチェックした場合
、再認証期間フィールドの秒に EAP 再認証期間に入って下さい。 デフォルトは 3600 です
。 有効範囲は 300 – 4294967295 秒です。
 

 
ステップ 11. 802.1X オーセンティケータで設定したいと思う各ポートのためのこのセクシ
ョンを繰り返して下さい。 それから、『SAVE』 をクリック して下さい。
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