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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、

および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記

載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理  
店にご連絡ください。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠してい         
ることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネ

ルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテ

レビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉

防止措置を講じる必要があります。

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：このマニュアルに記載された装置は、無線周波エネルギーを生成および放射する可能性があります。シスコシステ   
ムズの指示する設置手順に従わずに装置を設置した場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。この装置はテスト済みであり、FCC
ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの仕様は、住宅地で使用したときに、このよ     
うな干渉を防止する適切な保護を規定したものです。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。

シスコシステムズの書面による許可なしに装置を改造すると、装置がクラス A またはクラス B のデジタル装置に対する FCC 要件に準拠しなくなること      
があります。その場合、装置を使用するユーザの権利が FCC 規制により制限されることがあり、ラジオまたはテレビの通信に対するいかなる干渉もユー  
ザ側の負担で矯正するように求められることがあります。

装置の電源を切ることによって、この装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がなくなれば、シスコシステムズの装置またはその周辺機

器が干渉の原因になっていると考えられます。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。

• 干渉がなくなるまで、テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

• テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

• テレビまたはラジオから離れたところに装置を移動させます。

• テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビまたはラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制御 
されるようにします）。

米国シスコシステムズ社では、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作 
する権限を失うことになります。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public                         
domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されま

す。シスコシステムズおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、

使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコシステムズおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータ

の損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコシステムズまたはその供給者に知らされてい

ても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。 
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は米国サイトのドキュメントを参照ください。 
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ください。
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はじめに

ここでは、このガイドの概要と関連資料を紹介した後、必要に応じてその他の資料とテクニカル サ 
ポートを取得する方法について説明します。

次の項目について説明します。

 • 対象読者（xii ページ）

 • 目的（xii ページ）

 • マニュアルの構成（xiii ページ）

 • 表記法（xiv ページ）

 • 関連資料（xiv ページ）

 • マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン（xiv ページ）
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対象読者
このマニュアルは、Microsoft Windows Vista オペレーティング システムが稼動するコンピュータで、    
Cisco Aironet IEEE 802.11a/b/g ワイヤレス LAN クライアント アダプタ（CB21AG または PI21AG）         
の設置、設定、およびメンテナンスを担当する方を対象としています。読者は、Windows Vista、コ 
ンピューティング デバイスおよびネットワークに関する用語や概念について理解している必要が 
あります。

目的
このマニュアルでは、Windows Vista が稼動するデバイス上の Cisco Aironet CB21AG および PI21AG       
クライアント アダプタについて説明します。

注意 このガイドでは、Window Vista が稼動するデバイス上の Cisco Aironet CB21AG および PI21AG クラ        
イアント アダプタについて個別に取り上げます。Windows XP が稼動するデバイス上の Cisco    
Aironet CB21AG および PI21AG、または Cisco Aironet 340、350、CB20A ワイヤレス LAN クライア         
ント アダプタについては、次の URL の該当するマニュアルを参照してください。 
 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps4555/tsd_products_support_series_home.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps4555/tsd_products_support_series_home.html
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マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

 • 第 1 章「製品の概要および設置」  - Cisco Aironet CB21AG および PI21AG クライアント アダプ           
タについて説明し、無線ネットワークにおけるこれらのアダプタの役割について示します。こ

の章では、クライアント アダプタの設置前に確認が必要な事項、クライアント アダプタのハー  
ドウェアおよびソフトウェアをインストールする手順についても説明します。

 • 第 2 章「ワイヤレス プロファイルの設定」 - Microsoft Windows Vista のネットワークと共有セン        
ターを使用して、クライアント アダプタのプロファイルを作成および管理する方法について説 
明します。

 • 第 3 章「EAP タイプの設定」 - 無線ネットワークに対する認証に使用される Cisco EAP タイプに        
ついて説明します。

 • 第 4 章「管理作業の実行」 - Microsoft 管理ツールを入手して、Active Directory 環境でユーザと       
コンピュータにワイヤレス プロファイルを配布する方法について説明します。この章では、 
EAP-FAST、LEAP、および PEAP-GTC の XML スキーマについても説明します。

 • 第 5 章「慣例手順」 - クライアント アダプタに関連する一般的なタスクの手順について説明し     
ます。

 • 第 6 章「トラブルシューティングおよび診断」 - クライアント アダプタの操作時に発生する可     
能性のある問題の診断方法について説明します。

 • 付録 A「EAP メッセージ」 - EAP-FAST、PEAP-GTC、および LEAP エラー メッセージとプロン       
プトについて説明します。また、強固なパスワードを作成するためのガイドラインも示します。

 • 付録 B「技術仕様」 - Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダ           
プタの技術仕様について説明します。

 • 付録 C「翻訳済みの安全についての警告」 - このマニュアルに記載されている、安全についての   
警告の翻訳を示します。2 番目の警告は PI21AG クライアント アダプタに関するもので、3 番     
目の警告は CB21AG クライアント アダプタに関するものです。

 • 付録 D「適合宣言および規制に関する情報」 - Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス        
LAN クライアント アダプタの適合宣言と規制に関する情報について説明します。

 • 付録 E「チャネル、電力レベル、アンテナ ゲイン」 - 世界の規制地域でサポートされている IEEE     
802.11a、b および g チャネルと、データ レートごとに許可されている最大電力レベルおよびア    
ンテナ ゲインを示します。

 • 付録 F「通知とライセンス」 - Cisco EAP モジュールで使用されているオープンソース ソフト      
ウェアについて説明します。

 • 付録 G「略語」 - 一般的に使用される略語を示します。
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表記法
このガイドでは、次の表記法に従って手順および情報を記載します。

 • コマンドは太字で記述します。

 • 変数はイタリック体で記述します。

 • 設定パラメータは大文字で記述します。

 • 注、注意、および警告には、次の表記法と記号を使用します。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま

す。

警告 警告マークは危険を示します。身体に傷害を受ける可能性があります。機器を動作させる前に、電

気回路の危険性を認識し、事故を防止するための一般的な措置について把握しておいてください

（このガイドに示されている警告文は、付録「各国語の安全についての警告」に各国語で記載して

ありますので、参照してください）。

関連資料
Windows Vista 用 Cisco Aironet 802.11a/b/g クライアント アダプタ（CB21AG および PI21AG）のリ         
リース ノートは、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps4555/prod_release_notes_list.html

Cisco Aironet 製品についての詳細は、インフラストラクチャ装置のマニュアルを参照してください。  
Cisco Aironet 技術文書は、次の URL で検索できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ 
ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュ 
リティ ガイドライン、および推奨エイリアスや一般的なシスコのマニュアルについては、次の URL  
で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。『What's New      
in Cisco Product Documentation』には、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示され   
ています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps4555/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


C H A P T E R

1-1
Cisco Aironet 802. 11a/b/g ワイヤレス LAN クライアント アダプタ（CB21AG および PI21AG）Windows Vista 用インストレーション コンフィギュレーション ガイド             

OL-16534-01-J

1
製品の概要および設置

この章では、Cisco Aironet CB21AG および PI21AG クライアント アダプタについて説明し、無線      
ネットワークにおけるこれらのアダプタの役割について示します。また、クライアント アダプタの 
設置前に確認が必要な事項、クライアント アダプタのハードウェアおよびソフトウェアをインス 
トールする手順についても説明します。

この章では、次の項目について説明します。

 • クライアント アダプタの概要（1-2 ページ）

 • ハードウェア コンポーネント（1-3 ページ）

 • ソフトウェア コンポーネント（1-4 ページ）

 • クライアント アダプタを使用したネットワーク構成（1-4 ページ）

 • 安全性に関する情報（1-6 ページ）

 • クライアント アダプタの開梱（1-7 ページ）

 • システム要件（1-8 ページ）

 • サイト要件（1-9 ページ）

 • クライアント アダプタの挿入（1-10 ページ）

 • クライアント アダプタ ソフトウェアの入手方法（1-17 ページ）

 • クライアント アダプタ ドライバおよびソフトウェアのインストール（1-18 ページ）
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クライアント アダプタの概要
Cisco Aironet IEEE 802.11a/b/g ワイヤレス LAN クライアント アダプタ（CB21AG および PI21AG）         
は、無線ネットワーク インフラストラクチャおよび有線ネットワーク インフラストラクチャにお  
いて、固定、ポータブル、およびモバイルのデバイス間の無線データ通信を可能にする無線モジュー

ルです。クライアント アダプタは、「プラグアンドプレイ」（PnP）テクノロジー対応のデバイスと 
完全な互換性を持ちます。

クライアント アダプタの主な機能は、無線インフラストラクチャを介して、有線 LAN に接続され   
た他のクライアントまたはアクセス ポイントと通信することによってデータ パケットを転送する  
ことです。これらのアダプタは、イーサネット ケーブルではなく無線で有線 LAN に接続すること   
を除けば、標準のネットワーク製品と同様に動作します。無線ネットワークの特別な機能は必要あ

りません。ネットワーク上で動作する既存のアプリケーションは、すべてこのアダプタで動作しま

す。

このマニュアルでは、表 1-1 に示す 2 つのクライアント アダプタについて説明します。

用語

このマニュアルでは、全体を通して次の用語が使用されています。

 • クライアント アダプタ — 両方のタイプのアダプタを指します。

 • CardBus PC カードまたは PCI カード — 特定のアダプタを指します。

 • ワークステーション（または、ステーション）— クライアント アダプタが搭載されたコン  
ピューティング デバイスを指します。

 • インフラストラクチャ デバイス — アクセス ポイント、ブリッジ、ベース ステーションなど、     
クライアント アダプタを有線 LAN に接続するデバイスを指します。このマニュアルでは、イ   
ンフラストラクチャ デバイス全般を「アクセス ポイント」という用語で表現しています。

表 1-1 クライアント アダプタのタイプ

クライアント 
アダプタ 型番 説明 形状

Cardbus PC 
カード

AIR-CB21AG 32 ビット CardBus スロットを備えたすべてのデバイスに挿入   
可能な、CardBus インターフェイスを持つ IEEE 802.11a/b/g 準    
拠 2.4GHz および 5GHz 54Mbps クライアント アダプタ カード       
の無線モジュール。ホスト デバイスには、ラップトップ、ノー 
トブックなどがあります。

PCI カード AIR-PI21AG デスクトップ パーソナル コンピュータなど、未使用の PCI 拡    
張スロットを備えたすべてのデバイスに挿入可能な IEEE 
802.11a/b/g 準拠 2.4GHz および 5GHz 54Mbps クライアント ア       
ダプタ カードの無線モジュール。
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ハードウェア コンポーネント
クライアント アダプタの 3 つの主なハードウェア コンポーネントは、無線、無線アンテナ、およ    
び 2 つの LED です。

無線

クライアント アダプタには、IEEE 802.11a および 802.11b/g の両方に準拠したデュアル帯域無線が     
含まれています。無線では、2.4GHz の Industrial Scientific Medical（ISM; 産業科学医療）バンドで     
は、クライアント アプリケーションに対して Direct-Sequence Spread Spectrum（DSSS; ダイレクト     
シーケンス スペクトラム拡散方式）テクノロジーおよび Orthogonal Frequency Division Multiplexing     
（OFDM; 直交周波数分割多重方式）テクノロジーが使用され、5GHz の Unlicensed National Information     
Infrastructure（UNII）周波数帯では、OFDM テクノロジーが使用されます。クライアント アダプタ  
をアドホック モードで動作させると、他の IEEE 802.11a または IEEE 802.11b/g 準拠のクライアント       
デバイスとの組み合わせで使用できます。また、インフラストラクチャ モードで動作させると、 
Cisco Aironet のアクセス ポイント、および他の IEEE 802.11a または IEEE 802.11b/g 準拠のインフラ         
ストラクチャ デバイスとの組み合わせで使用できます。

無線アンテナ

使用するクライアント アダプタに応じて次のタイプのアンテナが使用されます。

 • CardBus PC カードは、一体型の固定接続された 0dBi ゲイン、デュアル帯域 2.4/5GHz ダイバー      
シティ アンテナを備えています。ダイバーシティ アンテナ システムの利点は、カバレッジが   
向上することです。このシステムでは、2 つのアンテナ ポートのサンプリングや切り替えが PC   
カードで可能になり、データ パケットの受信に最適なポートを選択できます。その結果、妨害 
が存在する条件下でも、Radio Frequency（RF; 無線周波数）接続を維持できる可能性が高くな  
ります。アンテナは、カードを CardBus スロットに差し込んだときスロットの外に突き出して  
いるカード部分に組み込まれています。

 • PCI カードは、2m のケーブルを固定接続した 1dBi ゲイン、デュアル帯域 2.4/5GHz アンテナを      
備えています。アンテナにはアンテナ ベースが付属しており、壁に取り付けたり、デスクやそ 
の他の水平面に直立させることができます。

LED

クライアント アダプタには、点灯または点滅によってアダプタのステータスやシステム メッセー  
ジを伝える LED が 2 つ付いています。表 1-2 に、LED の状態と意味を示します。

表 1-2 LED の状態と意味 

ステータス LED 
（緑色）

アクティビティ
LED（オレンジ色）状態

オフ オフ クライアント アダプタに電源が入っていない。

遅い点滅 オフ クライアント アダプタがパワー セーブ モードに設定さ   
れている。

オン オフ クライアント アダプタがパワー セーブ モードから復帰   
した。

どちらかが点滅 クライアント アダプタが設定先の無線ネットワークをス 
キャンしている。オン オフ

オフ オン
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ソフトウェア コンポーネント
Cisco.com からダウンロード可能な 1 つの実行可能ファイルを実行して、CB21AG および PI21AG 用      
のドライバと、アダプタを実行するソフトウェアの両方をインストールできます。このファイルは、

Windows Vista が稼動するデバイス上で実行する必要があります。このドライバとソフトウェアは、  
CB21AG および PI21AG クライアント アダプタとだけ組み合わせて使用できます。

クライアント アダプタを使用したネットワーク構成
クライアント アダプタは、さまざまなネットワーク構成で使用できます。一部の構成では、アクセ 
ス ポイントがネットワーク接続を提供したり、無線通信範囲を広げるリピータとして機能したりし 
ます。最大通信範囲は、無線ネットワークの構成に基づきます。

この項では、最も一般的な次の 2 つのネットワーク構成について説明し、図に示します。

 • アドホック無線ローカル エリア ネットワーク（LAN）

 • ワークステーションで有線 LAN にアクセスする無線インフラストラクチャ

クライアント アダプタを使用した、さらに複雑なネットワークの構成例については、該当するアク 
セス ポイントのマニュアルを参照してください。

アドホック無線 LAN
アドホック（またはピアツーピア）無線 LAN（図 1-1 を参照）は、最もシンプルな無線 LAN 構成    
です。アドホック ネットワーク構成による無線 LAN では、クライアント アダプタを装備したすべ    
てのデバイスを結合して、相互に直接通信することができます。アクセス ポイントなどのインフラ 
ストラクチャ デバイスの使用は要求されません。

遅い点滅 遅い点滅 クライアント アダプタがアクセス ポイント（インフラス  
トラクチャ モードの場合）または他のクライアント（ア 
ドホック モードの場合）にアソシエートされている。

速い点滅 速い点滅 クライアント アダプタがアクセス ポイント（インフラス  
トラクチャ モードの場合）または他のクライアント（ア 
ドホック モードの場合）にアソシエートされていて、デー 
タを送受信している。

表 1-2 LED の状態と意味（続き）

ステータス LED 
（緑色）

アクティビティ
LED（オレンジ色）状態
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図 1-1 アドホック無線 LAN

ワークステーションで有線 LAN にアクセスする無線インフラストラクチャ
LAN 上に複数のアクセス ポイントを配置すると、インフラストラクチャ ネットワークを構築でき   
ます。図 1-2 は、複数のアクセス ポイントを介してワークステーションで有線 LAN にアクセスす    
るマイクロセルラ ネットワークを示しています。

この構成は、ポータブルやモバイル ステーションで有用です。これらのワークステーションがマイ 
クロセル ドメイン間を移動中の場合でも、有線ネットワークに直接接続できるからです。このプロ 
セスは透過的に行われ、ファイル サーバやホストへの接続は中断なしに維持されます。モバイル 
ステーションのアクセス ポイントへの接続は、この接続が可能である限り維持されます。ただし、 
データ パケット転送の再試行が必要になったり、ビーコンが欠落した場合、ステーションでは自動 
的に別のアクセス ポイントが検索され、それにアソシエートされます。このプロセスを「シームレ 
ス ローミング」といいます。

図 1-2 ワークステーションで有線 LAN にアクセスする無線インフラストラクチャ
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安全性に関する情報
クライアント アダプタを正しく安全に使用するために、この項のガイドラインに従ってください。

FCC（連邦通信委員会）の安全性適合宣言
FCC は、ET Docket 96-8 での決定により、FCC 認証機器が放射する RF 電磁エネルギーに人体が晒       
される場合の安全基準を採択しています。シスコの承認済 Aironet アンテナを使用する場合、Cisco  
Aironet 製品は、OET-65 および ANSI C95.1、1991 に明記されている非制御製品の環境に対する制限     
事項を満たします。このマニュアルに示されている指示に従って、この無線デバイスを適切に操作

すれば、ユーザへの照射は、FCC 勧告限度値をはるかに下回るレベルとなります。

安全性のガイドライン

 • ユニットが送受信を行っているときは、アンテナに触れたり、アンテナを移動したりしないで

ください。

 • 送信中は、アンテナのような無線機能を持つコンポーネントを、体の露出した部位に接近また

は接触させて保持しないようにしてください。特に、顔や目には近づけないようにしてくださ

い。

 • アンテナを接続していない場合は、無線機を操作したり、データを送信したりしないでくださ

い。無線機が破損する恐れがあります。

 • 特殊環境での使用

－ 無線デバイスを危険な場所で使用する場合は、現場の作業安全責任者の指示に従ってくだ

さい。

－ 航空機内での無線デバイスの使用は、Federal Aviation Administration（FAA; 連邦航空局）の   
規制対象となっています。

－ 医療施設内における無線デバイスの使用は、各施設で定められている範囲内に制限されま

す。

警告

クライアント アダプタを操作する際は、次の警告に従ってください。2 番目の警告は PI21AG クラ    
イアント アダプタに関するもので、3 番目の警告は CB21AG クライアント アダプタに関するもの     
です。

警告 無線ネットワーク デバイスは、専用のタイプでない限り、シールドされていない雷管の近くや爆 
発の可能性のある場所では操作しないでください。

警告 FCC の RF 被曝制限値に準拠するため、アンテナは身体から 20cm 以上離れた場所に設置してくだ     
さい。
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警告 この装置は、一般的なラップトップ コンピュータ構成においてテスト済みであり、FCC RF 被爆   
（SAR）制限値に準拠しています。また、この装置は、側面に PC カード スロットを搭載するデス   
クトップ コンピュータまたはラップトップ コンピュータで使用でき、アンテナから身体まで 1cm   
以上の距離を保つ必要があります。シン ラップトップ コンピュータでは、動作中のアンテナの距  
離に特別な注意が必要となる場合もあります。この装置は、ハンドヘルド PDA（Personal Digital  
Assistant）では使用できません。その他の構成で使用した場合、FCC RF 被爆のガイドラインに準  
拠しなくなる可能性があります。この装置とアンテナは、他のアンテナまたはトランスミッタと共

存させたり、同時に操作したりすることはできません。

この安全に関する警告の翻訳版は、付録 C にあります。

クライアント アダプタの開梱
クライアント アダプタを開梱する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 梱包箱を開いて、中味を慎重に取り出します。

ステップ 2 梱包資材をすべて箱に戻して保管しておきます。

ステップ 3 以下の「パッケージの内容」に記載されているすべての品目があることを確認します。各品目に破

損がないことを確認します。

（注） 一部の品目が破損または不足していた場合は、シスコ認定の販売代理店にお知らせくださ

い。

パッケージの内容

クライアント アダプタには、次の品目が同梱されています。

 • 2m のケーブルを固定接続した 1dBi ゲインのアンテナ、アンテナ ベース、ロー プロファイル     
ブラケット、取り付けネジ 2 本、プラスチック製壁面取り付け用金具 2 つ（PCI カードのみ）

 • 『Quick Start Guide: Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless LAN Client Adapters (CB21AG and PI21AG)』

 • Cisco Aironet 802.11a/b/g 無線 アダプタ（CB21AG および PI21AG）CD
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システム要件
クライアント アダプタを設置するには、クライアント アダプタに同梱されている品目以外に次の  
ものが必要になります。

 • Windows Vista が動作する、以下のいずれかのコンピューティング デバイス

－ 32 ビット CardBus スロットが搭載されたラップトップまたはノートブック コンピュータ

－ 使われていない PCI 拡張スロットが搭載されたデスクトップ パーソナル コンピュータ

 • Windows Vista Service Pack 1 またはホットフィックス KB932063 および KB935222 を適用した         
Windows Vista

（注） これらのホットフィックス パッチは Microsoft サイトから入手する必要があります。これら   
のパッチに対するサポートが必要な場合は、Microsoft に直接お問い合わせください。 
 

http://support.microsoft.com/kb/932063 
http://support.microsoft.com/kb/935222

（注） クライアント アダプタ ソフトウェアは、Windows Vista Business、Enterprise、および Ultimate     
オペレーティング システムをサポートしています。

 • 1 GHz 32 ビット（x86）または 64 ビット（x64）プロセッサ

 • 1 GB のシステム メモリ

 • 15 GB 以上の空きスペースを持つ 40 GB ハード ドライブ

 • コンピュータのカバーや拡張スロットのダスト カバーを取り除いたり、アンテナ ベースを取  
り付けるための適切なツール（PCI カード用）

 • EAP バージョン：

－ EAP-FAST バージョン 2.2.9

－ PEAP バージョン 1.1.2

－ LEAP バージョン 1.0.15

 • 無線ネットワークが EAP-TLS または PEAP 認証を使用する場合、EAP-TLS 認証には Certificate      
Authority（CA; 認証機関）の証明書とユーザの証明書、PEAP 認証には CA の証明書が必要にな    
ります。

 • 無線ネットワークが One-Time Password（OTP）ユーザ データベースによる PEAP（EAP-GTC）    
認証を使用する場合、次のものが必要になります。

－ OTP ベンダーによるハードウェア トークン デバイスまたは Secure Computing SofToken プ       
ログラム（バージョン 2.1 以上）

－ ハードウェア トークンまたはソフトウェア トークンのパスワード

 • クライアントで有効にする予定の認証タイプに対しては、すべての必要なインフラストラク

チャ デバイス（アクセス ポイント、サーバ、ゲートウェイ、ユーザ データベースなど）を正   
しく設定する必要があります。

 • システム管理者から次の情報を取得します。

－ ワークステーションの論理名（クライアント名）

－ クライアント アダプタにバインドする際に必要なプロトコル（TCP/IP など）

－ RF ネットワークのサービス セット ID（SSID）（大文字 /小文字を区別）

http://support.microsoft.com/kb/932063
http://support.microsoft.com/kb/935222
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－ ネットワーク設定に DHCP サーバが含まれていない場合は、コンピュータの IP アドレス、    
サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイ アドレス

－ 無線ネットワークに静的 WEP がセキュリティとして使用されている場合は、クライアン  
ト アダプタが通信を行う各アクセス ポイントの WEP キー

－ ネットワーク アカウント用のユーザ名とパスワード

－ PAC を手動でプロビジョニングする EAP-FAST 認証を使用する無線ネットワークの場合   
は、Protected Access Credential（PAC）ファイル

サイト要件
この項では、インフラストラクチャ デバイスおよびクライアント デバイスに対するサイト要件に  
ついて説明します。

インフラストラクチャ デバイス
コンポーネント構成、配置、および物理的環境は敷設状況によって異なるため、ネットワーク アプ 
リケーションごとに固有の設置方法があります。そのため、無線インフラストラクチャ デバイス 
（クライアント アダプタを有線 LAN に接続するアクセス ポイント、ブリッジ、ベース ステーショ     
ンなど）を設置する前に、サイト調査を行って、最大の通信範囲およびネットワーク パフォーマン 
スが得られる場所にこれらのデバイスを配置する必要があります。

（注） インフラストラクチャ デバイスはクライアント デバイスより先に設置し、初期設定を行います。

クライアント デバイス
クライアント アダプタは無線デバイスなので、スループットと無線範囲の低下をもたらす RF 障害   
物および一般的な妨害源の影響を受けやすくなります。次のガイドラインに従って、最大のパ

フォーマンスが得られるようにしてください。

 • クライアント アダプタは、保管棚、書棚、ファイリング キャビネットなどの大きなスチール  
製品がクライアント アダプタの無線信号の障害物にならない場所に設置してください。

 • クライアント アダプタは、電子レンジから離れた場所に設置してください。電子レンジはクラ 
イアント アダプタと同じ周波数で動作するので、信号に対する妨害が発生する可能性がありま 
す。
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クライアント アダプタの挿入
この項では、Cardbus PC カードまたは PCI カードをコンピュータに挿入する手順について説明しま    
す。

注意 これらの手順、およびこれらの手順で説明する物理的な接続は、一般に、従来型 CardBus スロット  
と PCI 拡張スロットに適用されます。カスタム機器や従来型でない機器については、CardBus ス   
ロットと PCI 拡張スロットで構成が異なる場合があるので注意してください。

CardBus PC カードの挿入

ステップ 1 作業を始める前に、カードを確認します。カードの一端は 2 列の 68 ピンのコネクタです。カード    
は、CardBus スロットに対して一方向からだけ挿入できるようになっています。

（注） CardBus PC カードのスロット（サポートされる場合）が左右どちらの側面にあるかは、コ  
ンピュータのモデルによって異なります。

ステップ 2 コンピュータに電源を投入し、オペレーティング システムを完全に起動します。

ステップ 3 シスコのラベルを上に向けてカードを持ち、カードが完全に装着されるまで CardBus スロットに挿  
入します（図 1-3 を参照）。カードが正しく挿入されていれば緑色の LED が点灯します。

注意 コンピュータの CardBus スロットにカードを無理に押し込まないでください。無理に押し込むと、  
カードとスロットの両方を損傷する恐れがあります。カードを容易に挿入できないときは、カード

を取り出してからもう一度挿入してください。

図 1-3 コンピュータへの Cardbus PC カードの挿入

（注） CardBus PC カードの構成プロファイルは、カードを挿入したスロットに関連付けられます。  
したがって、CardBus PC カードは常に同じスロットに挿入してください。あるいは両方の  
スロットにプロファイルを作成してください。クライアント アダプタのプロファイルの作 
成方法については、第 2 章を参照してください。

32
61

7
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ステップ 4 Found New Hardware Wizard ウィンドウが表示されたら、Cancel をクリックします。

（注） Cancel をクリックしないと Wizard がクライアント アダプタ用のソフトウェアのインス    
トールを試みますが、検出されません。

ステップ 5 「クライアント アダプタ ドライバおよびソフトウェアのインストール」（1-18 ページ）に進みます。

PCI カードの挿入
PCI カードを挿入するには、次に示された順序に従って操作を実行します。

 • 必要に応じてブラケットを変更します（「ブラケットの変更」（1-11 ページ）を参照）。

 • カードを挿入します（「カードの挿入」（1-12 ページ）を参照）。

 • アンテナを組み立てます（「アンテナの組み立て」（1-13 ページ）を参照）。

 • アンテナを取り付けます（「アンテナの取り付け」（1-14 ページ）を参照）。

ブラケットの変更

PCI カードにはフルプロファイルのブラケットが同梱されています。PCI カードの挿入先の PC が、    
ロー プロファイルのブラケットを使用する必要のある場合は、次の手順に従ってブラケットを変更 
します。

ステップ 1 ブラケットをカードに固定している 2 本のネジを取り外します。図 1-4を参照してください。

図 1-4 PCI カード ブラケットの変更

1 ブラケットのネジ
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ステップ 2 ブラケットをスライドさせてカードから取り外し、ブラケットを傾けてアンテナ ケーブルを外しま 
す。

注意 アンテナ ケーブルを引っ張ったり、PCI カードから外したりしないでください。アンテナはカード  
に固定接続する必要があります。

ステップ 3 ロー プロファイルのブラケットをカードに付けながら、LED がブラケット上の対応する穴に収ま  
るようにします。

ステップ 4 手順 1 で取り外したネジを、ブラケット側のカードの設置面にある穴（図 1-4 を参照）に挿入して、   
しっかりと締めます。

カードの挿入

次の手順に従って PCI カードを PC に挿入します。

ステップ 1 PC とそのすべてのコンポーネントの電源を切ります。

ステップ 2 PC のケースを取り外します。

（注） ほとんどの Pentium PC では、PCI の拡張スロットは白です。スロットの識別方法は、ご使    
用の PC のマニュアルを参照してください。

ステップ 3 使用していない PCI 拡張スロットの上部にある CPU バック パネルの表面からネジを外します。     
バック パネルの金属製のブラケットは、このネジで固定されています。

注意 静電気によって、PCI カードが損傷することがあります。静電気防止用パッケージからカードを取 
り出す前に、接地されている PC の金属部分に触れて、静電気を放電してください。

ステップ 4 コンピュータ内で使用していない PCI 拡張スロットを確認します。

ステップ 5 カードのアンテナが、使用していない拡張スロットのそばの開口部を通ってコンピュータの外側に

配置されるようにします。図 1-5 を参照してください。
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図 1-5 PC への PCI カードの挿入

ステップ 6 カードを傾けて、LED が CPU のバック パネルの開口部に収まるようにします。図 1-5 の拡大図を     
参照してください。

ステップ 7 コネクタがしっかり装着されるまで、カードを拡張スロットに挿入します。

注意 拡張スロットにカードを無理に押し込まないでください。カードとスロットの両方を損傷する恐れ

があります。カードを挿入できないときは、カードを取り出してからもう一度挿入してください。

ステップ 8 CPU バック パネルのネジを取り付けて、コンピュータのケースを元に戻します。

アンテナの組み立て

PCI カードのアンテナを組み立てる手順は、次のとおりです。

ステップ 1 アンテナ ベースの底の開口部にアンテナを通します。

ステップ 2 ノッチがベースの前面にあるシスコのラベルに面するように、アンテナを配置します。図 1-6 を参 
照してください。

1 アンテナ ケーブル
2 LED

3 カード エッジ コネクタ
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図 1-6 アンテナのベースへの挿入

ステップ 3 図 1-6 に示すように、アンテナ ケーブルをベース上部のレセプタクルに押し込みます。

ステップ 4 レセプタクル内で、カチっという音がするまでアンテナをまっすぐ下に押し込みます。

アンテナの取り付け

PCI カードは無線デバイスなので、スループットと無線範囲の低下をもたらす RF 障害物および一   
般的な妨害源の影響を受けやすくなります。次のガイドラインに従って、最大のパフォーマンスが

得られるようにしてください。

 • PCI カードのアンテナは、保管棚、書棚、ファイリング キャビネットなどの大きなスチール製  
品が、送受信される無線信号の障害物にならない場所に設置してください。

 • アンテナは、電子レンジや、2.4GHz および 5.8GHz のコードレス電話から離れた場所に設置し   
てください。これらの製品は PCI カードと同じ周波数で動作するので、信号に対する妨害が発  
生する可能性があります。

1 アンテナ

2 ノッチ

3 アンテナ ベース
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PCI カードのアンテナを水平面に設置したり、壁に取り付けたりする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

 • アンテナを水平面上で使用する場合はアンテナを直立させます。次に手順 7 に進みます。

 • アンテナを壁に取り付ける場合は、手順 2 に進んでください。

ステップ 2 2.8cm の間隔で壁に 2 つの穴を開けます。図 1-7 は、アンテナ ベースの底面の取り付け用の穴の間     
隔を示しています。

図 1-7 アンテナ ベースの底面

ステップ 3 付属の 2 つの壁面取り付け用金具を穴に取り付けます。

ステップ 4 付属の 2 本のネジを壁面取り付け用金具に入れ込みます。このとき、ネジのヘッドと取り付け金具  
の間に少し隙間を残しておきます。

ステップ 5 アンテナ ベースの底の取り付け用の穴をネジに合わせ（図 1-8 を参照）、下に引いて固定します。
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図 1-8 アンテナの取り付け

ステップ 6 アンテナはベースから 90 度回転します。最適な状態で受信できるように、アンテナは垂直に立て  
ます（図 1-9 を参照）。

図 1-9 アンテナの回転

ステップ 7 PC を起動します。カードが正しく挿入されていれば緑色の LED が点灯します。

ステップ 8 Found New Hardware Wizard ウィンドウが表示されたら、Cancel をクリックします。

ステップ 9 「クライアント アダプタ ドライバおよびソフトウェアのインストール」（1-18 ページ）に進みます。
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クライアント アダプタ ソフトウェアの入手方法
ソフトウェアは、クライアント アダプタに同梱されている CD に含まれていますが、Cisco.com か    
ら最新バージョンをダウンロードすることをお勧めします。

 • CD のソフトウェアのバージョンを確認するには、CD ルート ディレクトリにある FileList.txt    
ファイルを開きます。

 • Cisco.com にある最新のソフトウェアのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Cisco.com のユーザ名とパスワードを持っていることを確認してください。

ステップ 2 Cisco.com のユーザ名とパスワードを持っていない場合は、シスコのメイン ページ
（http://www.cisco.com）にアクセスして Register（最上部）をクリックします。指示に従って、
ユーザ名とパスワードを作成します。

ステップ 3 コンピュータの Web ブラウザを使用して次の URL にアクセスします。

ステップ 4 http://www.cisco.com/public/sw-center/

ステップ 5 Wireless Software をクリックします。

ステップ 6 Client Adapters and Client Software をクリックします。

ステップ 7 Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters をクリックします。

ステップ 8 次のいずれかの手順を実行します。

ステップ 9 CardBus PC カードを使用している場合は、Cisco Aironet 802.11a/b/g CardBus Wireless LAN Client        
Adapter (CB21AG) をクリックします。

ステップ 10 PCI カードを使用している場合は、Cisco Aironet 802.11a/b/g PCI Wireless LAN Client Adapter        
(PI21AG) をクリックします。

ステップ 11 要求されたら、Cisco.com ユーザ名とパスワードを入力して、OK をクリックします。

ステップ 12 Windows Vista をクリックします。

ステップ 13 Available Releases で、Cisco.com の Install Wizard ファイルが CD のファイルよりも後のバージョン        
番号かどうかを確認します。後のバージョンの場合には、次の手順に進みます。後のバージョンで

ない場合は、CD の Install Wizard ファイルを使用します。

ステップ 14 最新のリリース番号のリンクをクリックします。

ステップ 15 ソフトウェア ファイル（WinClient-802.11a-b-g-Vista-Ins-Wizard-vxx.exe）をクリックします。xx は  
バージョン番号です。

ステップ 16 Download ボタンをクリックします。

ステップ 17 ソフトウェア使用許諾契約の条項を読み、同意します。条項に同意する場合は Agree をクリックし、  
同意しない場合は Decline をクリックします。デバイスにファイルを保存します。
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クライアント アダプタ ドライバおよびソフトウェアのインストール

注意 リブートを含むインストール プロセスの間は、クライアント アダプタを取り出さないでください。

次の手順に従って、Windows Vista が稼動するデバイスにクライアント ソフトウェアをインストー   
ルします。

ステップ 1 WinClient-802.11a-b-g-Vista-Ins-Wizard-vxx.exe をダブルクリックします。ソフトウェア ファイル  
を実行するかどうかを確認するウィンドウが表示されます。

ステップ 2 Run をクリックします。Cisco Aironet Installation Program - InstallShield Wizard が表示されます（図        
1-10 を参照）。

図 1-10 Cisco Aironet Installation Program - Installation Wizard の Preparing Setup ウィンドウ
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ステップ 3 準備シーケンスを実行します。準備シーケンスが終了すると、次の Cisco Aironet Installation Program    
ウィンドウが表示されます（図 1-11 を参照）。

図 1-11 Cisco Aironet Installation Program ウィンドウ

ステップ 4 Next をクリックします。Cisco Aironet Installation Program ダイアログボックスに、ドライバおよび     
ハードウェアのインストールに関するメッセージが表示されます（図 1-12 を参照）。

図 1-12 Cisco Aironet Installation Program ダイアログボックス - ドライバのインストールとハード      
ウェアの挿入
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ステップ 5 OK をクリックします。Cisco Aironet Installation Program の Setup Status ウィンドウが表示されます        
（図 1-13 を参照）。

図 1-13 Cisco Aironet Installation Program の Setup Status ウィンドウ

ステップ 6 ソフトウェアのインストールを実行します。Windows Security ダイアログボックスが表示される場  
合があります（図 1-14 を参照）。

図 1-14 Windows Security の Windows can't verify the publisher of this driver software ダイアロ            
グボックス
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ステップ 7 このダイアログボックスが表示された場合は、Install this driver software anyway をダブルクリック     
します。ドライバのインストールが終了すると、Cisco Aironet Installation Program の InstallShield     
Wizard Complete ウィンドウが表示されます（図 1-15 を参照）。

図 1-15 Cisco Aironet Installation Program の InstallShield Wizard Complete ウィンドウ

ステップ 8 Finish をクリックします。
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2
ワイヤレス プロファイルの設定

この章では、Microsoft Windows Vista のネットワークと共有センターを使用して、クライアント ア    
ダプタのプロファイルを作成および管理する方法について説明します。

この章では、次の項目について説明します。

 • ワイヤレス プロファイルの概要（2-2 ページ）

 • Microsoft Windows Vista のネットワークと共有センターへのアクセス（2-2 ページ）

 • プロファイルの新規作成および基本設定（2-4 ページ）

 • 以前作成したプロファイルへのアクセス（2-13 ページ）

 • プロファイルの設定の表示および変更（2-14 ページ）
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ワイヤレス プロファイルの概要
ワイヤレス プロファイルは、ユーザ（またはネットワーク管理者）が Microsoft Vista ユーザ イン     
ターフェイスで作成して管理できる設定パラメータのセットです。このプロファイルを使用して無

線ネットワークに接続できます。プロファイルには、無線ネットワーク名、ネットワーク セキュリ 
ティ タイプ、ネットワーク暗号化タイプ、および他の機能の設定が含まれています。

複数のプロファイルを作成して、異なる場所で無線ネットワークに接続することができます。たと

えば、クライアント アダプタを会社、自宅、および公共エリア（空港など）で使用できるようにプ 
ロファイルを作成して管理できます。プロファイルを作成しておけば、それらを切り替えることが

できるので、新たな場所に移動するたびにクライアント アダプタを設定する必要がありません。

Microsoft Windows Vista のネットワークと共有センターへのアクセス
ワイヤレス プロファイルを作成して管理するには、Microsoft Windows Vista のネットワークと共有    
センターにアクセスする必要があります。

Network and Sharing Center ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 画面の右下隅のシステム トレイにあるネットワーク アイコン（2 つのコンピュータ モニタ）をダ    
ブルクリックします。小さなダイアログボックスが表示されます（図 2-1 を参照）。

図 2-1 システム トレイのネットワーク アイコン

ステップ 2 Network and Sharing Center をクリックします。Network and Sharing Center ウィンドウが表示され        
ます（図 2-2 を参照）。
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図 2-2 Network and Sharing Center ウィンドウ

ステップ 3 ワイヤレス プロファイルを設定するには、Tasks 領域の Set up a connection or network をクリック         
します。

（注） Start > Control Panel > Network and Sharing Center の順に選択して、ネットワークと共有センター         
にアクセスすることもできます。
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プロファイルの新規作成および基本設定
ワイヤレス プロファイルを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Network and Sharing Center ウィンドウを開きます（「Microsoft Windows Vista のネットワークと共有       
センターへのアクセス」（2-2 ページ） を参照）。

ステップ 2 Tasks 領域の Set up a connection or network をクリックします。Set up a connection or network ダイア              
ログボックスが表示されます（図 2-3 を参照）。

図 2-3 Set up a connection or network ダイアログボックス

ステップ 3 Choose a connection option 領域で、Manually connect to a wireless network をクリックします。

ステップ 4 Nextをクリックします。Manually connect to a wireless network ダイアログボックスが表示されます      
（図 2-4 を参照）。

ステップ 5 Choose a wireless adapter ドロップダウン リストから、Cisco Aironet 802.11a/b/g ワイヤレス アダプタ         
のオプションを選択します（図 2-4 を参照）。
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（注） クライアント アダプタが一般的な名称（Wireless Network Connection、Wireless Network    
Connection 2 など）になっているために、Choose a wireless adapter ドロップダウン リストで       
簡単に判別できない場合があります。デバイスに複数のクライアント アダプタがある場合 
には、Network and Sharing Center > Manage network connections の順に選択します。Views        
ドロップダウン リストで Details を選択すると、どの一般名がどのクライアント アダプタ    
に対応しているかが表示されます。使用可能なネットワーク接続の詳細が表示されたら、

Device Name カラムでクライアント アダプタを識別できます。

図 2-4 Manually connect to a wireless network ダイアログボックス - Choose a wireless adapter
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ステップ 6 Nextをクリックします。別の Manually connect to a wireless network ダイアログボックスが表示され       
ます（図 2-5 を参照）。

図 2-5 Manually connect to a wireless network ダイアログボックス - Enter information for the           
wireless network you want to add

ステップ 7 このダイアログボックスで、追加する無線ネットワークの情報を入力します。表 2-1 は、プロファ 
イルの基本設定を示しています。表の指示に従って、これらの設定を行います。
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表 2-1 プロファイル管理の基本設定  

設定 入力する値

Network name サービス セット ID（SSID）を入力します。ネットワーク名と SSID は    
同じです。

値の範囲：ネットワーク名は 1 ～ 32 文字で、大文字と小文字を区別し    
ます。

デフォルト：空白

Security type Security type ドロップダウン リストから、無線ネットワークとの接続   
を保護するのに使用する方式を選択します。選択できるオプションは、

次のとおりです。

 • No authentication (Open) — 暗号化なしの Open システム認証

 • WEP（Shared とも呼ばれる）— Wired Equivalent Privacy（WEP）に    
よる Open システム認証

 • WPA2-Personal — 事前共有キーによる Wi-Fi Protected Access 2      
（WPA2）認証（RADIUS インフラストラクチャなしのネットワー 
ク用）

 • WPA-Personal — 事前共有キーによる WPA（RADIUS インフラス    
トラクチャなしのネットワーク用）

 • WPA2-Enterprise — 802.1X 認証（中規模および大規模インフラス   
トラクチャ モード ネットワーク用）

 • WPA-Enterprise — 802.1X 認証（中規模および大規模インフラスト   
ラクチャ モード ネットワーク用）

 • 802.1x — WEP による 802.1X 認証（動的 WEP とも呼ばれる）
 • CCKM — Cisco Centralized Key Management

これらのセキュリティ タイプについては、「セキュリティ タイプおよ  
び暗号化タイプ」（2-10 ページ）を参照してください。

デフォルト：None ワイヤレス プロファイルを作成するには、セキュリ  
ティ タイプを選択する必要があります。
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Encryption type 選択できる暗号化タイプは、選択したセキュリティ タイプによって異 
なります。Encryption type ドロップダウン リストから、使用可能な方   
式を選択します。選択できるオプションは、次のとおりです。

 • No authentication (Open) を選択した場合、選択できる暗号化タイプ   
は None です。

 • WEP を選択した場合、選択できる暗号化タイプは WEP のみです。

 • WPA2-Personal を選択した場合、AES または TKIP を選択できま    
す。

 • WPA-Personal を選択した場合、AES または TKIP を選択できます。

 • WPA2-Enterprise を選択した場合、選択できる暗号化タイプは 

AES、TKIP、AES (MFP)、または TKIP (MFP) です。

 • WPA-Enterprise を選択した場合、選択できる暗号化タイプは AES  
または TKIP です。

 • 802.1x を選択した場合、選択できる暗号化タイプは WEP のみで   
す。

 • CCKM を選択した場合、選択できる暗号化タイプは WEP、AES、  
または TKIP です。

これらの暗号化タイプについては、「セキュリティ タイプおよび暗号 
化タイプ」（2-10 ページ）を参照してください。

デフォルト：Encryption type ドロップダウン リストに表示されるデ   
フォルトは、Security type ドロップダウン リストで選択したセキュリ   
ティ タイプによって異なります。

Security Key/Passphrase  • No authentication (Open) を選択した場合、Security Key/Passphrase 
は不要です。

 • WEP セキュリティ タイプを選択した場合は、WEP キーを入力し   
ます。

 • WPA2-Personal セキュリティ タイプを選択した場合は、WPA2 事   
前共有キーを入力します。

 • WPA-Personal セキュリティ タイプを選択した場合は、WPA 事前   
共有キーを入力します。

 • WPA2-Enterprise および WPA-Enterprise セキュリティ タイプの場    
合は、第 3 章「EAP タイプの設定」を参照してください。企業ネッ   
トワーク EAP タイプによって、クライアント アダプタが認証に使   
用する必要のあるクレデンシャルが決定されます。

 • 802.1x セキュリティ タイプを選択した場合、Security 
Key/Passphrase は不要です。

（注） ネットワーク WEP キー、WPA2-Personal 事前共有キー、また   
は WPA-Personal 事前共有キーについては、無線ネットワーク  
管理者にお問い合わせください。

Display characters Security Key/Passphrase フィールドに入力する文字を表示する場合は、  
このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフ

にした場合、入力したキーまたはパスフレーズは黒い丸で表示されま

す。

デフォルト：オフ

表 2-1 プロファイル管理の基本設定（続き） 

設定 入力する値
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ステップ 8 必要な設定をすべて入力したら、Next をクリックします。別の Manually connect to a wireless network       
ダイアログボックスが表示されます（図 2-6 を参照）。

図 2-6 Manually connect to a wireless network ダイアログボックス - Successfully added <ネッ          
トワーク名 >

ステップ 9 プロファイルを作成した無線ネットワークを含む、任意の無線ネットワークに接続するには、

Connect to をクリックします。プロファイル設定を変更するには、Change connection settings をク     
リックします。詳細は、「プロファイルの設定の表示および変更」（2-14 ページ）を参照してください。

Start this connection 
automatically

受信範囲に無線ネットワークがあれば必ず、デバイスを自動的に接続

する場合は、このチェックボックスをオンにします。このチェックボッ

クスをオフにした場合は、Connect to a network ダイアログボックスか    
らこの無線ネットワークに手動で接続する必要があります。このダイ

アログボックスは、ネットワークと共有センターからアクセスできま

す。

デフォルト：No authentication (Open) セキュリティ タイプの場合、こ    
のチェックボックスはオフになっています。その他のセキュリティ タ 
イプの場合、このチェックボックスはオンになっています。

Connect even if the network 
is not broadcasting

無線ネットワークが名前をブロードキャストしていないときでもデバ

イスが接続を試みるようにする場合は、このチェックボックスをオン

にします。

デフォルト：オフ

表 2-1 プロファイル管理の基本設定（続き） 

設定 入力する値
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セキュリティ タイプおよび暗号化タイプ
図 2-5 のダイアログボックスには、クライアント アダプタのアクセス ポイントとのアソシエート方   
法、無線ネットワークでの認証方法、データの暗号化および復号化方法を制御する設定が含まれて

います。次の項では、このダイアログ ボックスの Security type ドロップダウン リスト、Encryption     
type ドロップダウン リスト、および Security Key/Passphrase フィールドで使用可能なオプションに     
ついて説明します。

静的 WEP キーによる WEP（Shared）セキュリティ
Wired Equivalent Privacy（WEP）暗号キーを使用してデータを暗号化することで、無線ネットワー  
ク経由で転送されるデータを保護できます。WEP 暗号化では、送信側のデバイスが WEP キーで各   
パケットを暗号化し、受信側のデバイスが同じキーを使用して各パケットを復号化します。

転送データの暗号化および復号化に使用される WEP キーは、クライアント アダプタに静的に関連   
付けることができます。静的 WEP キーの長さは、40 または 128 ビット長です。128 ビットの WEP       
キーでは、40 ビットのキーよりもセキュリティ レベルが高くなります。

各プロファイルに静的 WEP キーを割り当てることができます。適切なキー（相互通信を行うすべ  
てのデバイスで同一の WEP キー）で暗号化されていないパケットを受信すると、デバイスはその  
パケットを廃棄し、宛先に送信しません。

静的 WEP キーは、セキュリティ上の理由により暗号化された形で Windows プロファイル ストアに     
格納されるので、クライアント アダプタを挿入するたび、あるいは Windows デバイスをリブート   
するたびに入力し直す必要はありません。

静的 WEP キーはネットワーク管理者から取得できます。

（注） WEP 暗号化は、現在の無線ネットワークでは十分に安全と見なされません。企業無線ネットワー 
クで使用することはお勧めしません。

WPA および WPA2
Wi-Fi Protected Access（WPA）と WPA2 は、データ保護とアクセス コントロールを提供する Wi-Fi      
Alliance の規格ベースのセキュリティ ソリューションです。WPA は IEEE 802.11i 規格と互換性があ      
りますが、規格の承認に先立って実装されたものです。WPA2 は Wi-Fi Alliance によって実装され    
た認証済み IEEE 802.11i 規格です。

WPA および WPA2 は、Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）と Message Integrity Check（MIC; メッ          
セージ完全性チェック）を使用してデータを保護したり、Cipher Block Chaining Message   
Authentication Code Protocol（AES-CCMP; 暗号ブロック連鎖メッセージ認証コードプロトコル）を   
使用したカウンタ モードを使用する、より強力な Advanced Encryption Standard の暗号化アルゴリズ     
ムを使用します。WPA と WPA2 は両方とも、認証キーの管理に 802.1X を使用します。

WPA と WPA2 は、WPA/WPA2 と WPA/WPA2 パスフレーズ（WPA 事前共有キーまたは WPA-PSK        
とも呼ばれる）という 2 つの相互に排他的なキー管理タイプをサポートしています。クライアント  
と認証サーバは、WPA または WPA2 を使用して、EAP 認証方式で相互認証を行い、Pairwise Master     
Key（PMK）を生成します。このサーバでは PMK を動的に生成して、アクセス ポイントに渡しま   
す。しかし、WPA または WPA2 パスフレーズを使用する場合には、クライアントとアクセス ポイ    
ントの両方でパスフレーズ（または事前共有キー）を設定し、そのパスフレーズが PMK として使  
用されます。
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 • WPA2-Personal — 事前共有キーによる WPA2 認証です。WPA2-Personal は、Remote Authentication      
Dial-In User Service（RADIUS）インフラストラクチャのない環境（たとえば、SOHO ネットワー   
ク）に適しています。WPA2-Personal は、事前共有キー（PSK）の使用をサポートしています。 
事前共有キーはシステム管理者から取得してください。セキュリティ タイプとして  
WPA2-Personal を選択した場合、暗号化タイプは TKIP または AES です。

 • WPA-Personal — 事前共有キーによる WPA です。WPA2-Personal と同様に、WPA-Personal は      
RADIUS インフラストラクチャのない環境に適しています。事前共有キーはシステム管理者か 
ら取得してください。セキュリティ タイプとして WPA-Personal を選択した場合、暗号化タイ   
プは TKIP または AES です。

 • WPA2-Enterprise — WPA2-Enterprise では、次の 2 段階の認証が必要です。最初は Open システ       
ム認証、2 番目は、拡張認証プロトコル（EAP）による 802.1X 認証方式です。サポートされて   
いる EAP 方式については、第 3 章「EAP タイプの設定」を参照してください。セキュリティ     
タイプとして WPA2-Enterprise を選択した場合、暗号化タイプは TKIP または AES です。

 • WPA-Enterprise — WPA-Enterprise も 802.1X 認証を使用し、中規模および大規模インフラスト     
ラクチャ モード ネットワーク用に設計されています。サポートされている EAP 方式について    
は、第 3 章「EAP タイプの設定」を参照してください。セキュリティ タイプとして    
WPA-Enterprise を選択した場合、暗号化タイプは TKIP または AES です。

動的 WEP キーによる 802.1X
無線 LAN のセキュリティに関する規格は、IEEE（電気電子学会）で定義されているように、802.1X  
for 802.11、または単に 802.1X と呼ばれています。802.1X とそのプロトコルである拡張認証プロト    
コル（EAP）をサポートしているアクセス ポイントは、無線クライアントと認証サーバ間のイン 
ターフェイスとして機能します。認証サーバとは、アクセス ポイントが有線ネットワークを介して 
通信する RADIUS サーバなどを指します。

動的 WEP キーは、EAP 認証プロセスの一部として作成されます。EAP を使用する動的 WEP キー      
では、静的 WEP キーよりも強固なセキュリティが確保されます。

WEP 暗号化による 802.1X を選択した場合には、動的 WEP キーの作成に次の 5 つの認証方式を使       
用するようにプロファイルを設定できます。

 • Smart Card or other certificate — スマート カードとその他の証明書の詳細については、以下の       
Microsoft サイトを参照してください。
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/7c6b414a-80c7-4bc1-b952-6eca6585dff91033.
mspx?mfr=true

 • Protected EAP (PEAP)

 • LEAP

 • PEAP-GTC

 • EAP-FAST

（注） EAP 認証方式の詳細については、第 3 章「EAP タイプの設定」を参照してください。

http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/7c6b414a-80c7-4bc1-b952-6eca6585dff91033.mspx?mfr=true
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CCKM 高速セキュア ローミング
クライアント デバイス上で実行されるアプリケーションによっては、アクセス ポイント間の高速  
ローミングが必要です。たとえば、音声アプリケーションでは、会話の遅延や中断を防ぐために必

要です。CCKM 高速セキュア ローミングは、LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、PEAP（EAP-GTC）、  
または PEAP（EAP-MSCHAP V2）とともに WPA/WPA2/CCKM を使用する CB21AG クライアント      
および PI21AG クライアントに対して、自動的に有効になります。ただし、アクセス ポイントでは   
この機能を有効にする必要があります。

通常の操作では、EAP 対応のクライアントは、メイン RADIUS サーバとの通信など、完全な EAP    
認証を実行することにより、新しいアクセス ポイントとの相互認証を行います。ただし、無線 LAN  
を CCKM 高速セキュア ローミング用に設定すると、EAP 対応のクライアントが RADIUS サーバに      
よる再認証を受けることなく、あるアクセス ポイントから別のアクセス ポイントへ安全にローミ  
ングできます。Wireless Domain Services（WDS）用に設定されたアクセス ポイントは、Cisco   
Centralized Key Management（CCKM）を使用し、高速キー再生成によって Cisco クライアント デバ     
イスがあるアクセス ポイントから別のアクセス ポイントへ、通常は 150 ミリ秒（ms）以内にロー    
ミングできるようにします。CCKM 高速セキュア ローミングでは、無線 Voice over IP（VoIP）、エ     
ンタープライズ リソース プラニング（ERP）、Citrix ベースのソリューションなどの時間が重要視   
されるアプリケーションで、目に見える遅れはなくなります。
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以前作成したプロファイルへのアクセス
プロファイルを作成して、基本設定を行った後（「プロファイルの新規作成および基本設定」（2-4
ページ）を参照）は、プロファイルのプロパティにアクセスして設定を変更できます。

プロファイルにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Network and Sharing Center ウィンドウを開きます（「Microsoft Windows Vista のネットワークと共有       
センターへのアクセス」（2-2 ページ） を参照）。

ステップ 2 Network and Sharing Center ウィンドウ（図 2-7 を参照）で、Tasks 領域の Manage wireless networks         
をクリックします。

図 2-7 Network and Sharing Center ウィンドウ

ステップ 3 表示された Manage wireless networks ウィンドウで、変更する設定を含むプロファイルをダブルク    
リックします。Wireless Network properties ダイアログボックスが表示されます（図 2-8 を参照）。選    
択したプロファイルの変更については、「プロファイルの設定の表示および変更」（2-14 ページ）を 
参照してください。
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プロファイルの設定の表示および変更
設定を表示または変更するプロファイルにアクセスするには、「以前作成したプロファイルへのア

クセス」（2-13 ページ）の手順を実行します。プロファイルの設定を表示または変更するには、次 
の手順を実行します。

ステップ 1 Wireless Network properties ダイアログ ボックスの Connection タブ（図 2-8 を参照）で、無線ネット       
ワークの名前、SSID（サービス セット ID）、ネットワーク タイプ（たとえば、インフラストラク   
チャモード ネットワークのアクセス ポイント）、およびネットワーク可用性（ユーザのタイプに対  
する可用性を示す）を表示します。このダイアログボックスでは、これらの設定を変更できません。

図 2-8 Wireless Network properties ダイアログボックス - Connection タブ

ステップ 2 Connection タブで、使用可能なチェックボックスをオンまたはオフにします。表 2-2 は、これらの  
チェックボックスとその説明を示しています。表の指示に従って、これらの設定を行います。
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表 2-2 プロファイル管理の基本設定  

設定 入力する値

Connect automatically when this   
network is in range

受信範囲に無線ネットワークがあれば必ず、デバイスを自動的に

接続する場合は、このチェックボックスをオンにします。この

チェックボックスをオフにした場合は、Connect to a network ダイ    
アログボックスからこの無線ネットワークに手動で接続する必要

があります。このダイアログボックスは、ネットワークと共有セ

ンターからアクセスできます。

（注） この設定は、初めてワイヤレス プロファイルを作成した 
ときに行っています。表 2-1（2-7 ページ） の Start this    
connection automatically チェックボックスを参照してくだ  
さい。

Connect to a more preferred 
network if available

このプロファイルで指定した以外の無線ネットワークに接続する

には、このチェックボックスをオンにします。複数のネットワー

クが使用可能な場合にプロファイルの接続順を指定するには、

Control Panel > Manage Wireless Networks の順に選択します。こ      
のウィンドウでワイヤレス プロファイルの順序を指定できます。

Connect even if the network is 
not broadcasting

無線ネットワークが名前をブロードキャストしていないときでも

デバイスが接続を試みるようにする場合は、このチェックボック

スをオンにします。

（注） この設定は、初めてワイヤレス プロファイルを作成した 
ときに行っています。表 2-1（2-7 ページ） の Connect even    
if the network is not broadcasting チェックボックスを参照し      
てください。

Enable Cisco connection settings 無線測定および高度なローミング機能を表示、設定、および有効
にするには、このチェックボックスをオンにします。Enable Cisco 
connection settings チェックボックスをオンにすると、Configure ボ   
タンはグレー表示されなくなります。Configure ボタンをクリック 
すると、Cisco Connection Settings ダイアログボックスが表示され   
ます。これらの Cisco 接続設定の詳細については、「無線測定」  
（2-19 ページ）および「高度なローミング設定」（2-19 ページ）を  
参照してください。
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ステップ 3 Security タブをクリックして、セキュリティ設定を変更します。Security タブのセキュリティ設定  
が表示されます（図 2-9 を参照）。

図 2-9 Wireless Network properties ダイアログボックス - Security タブ

ステップ 4 このダイアログボックスで、このプロファイルのセキュリティ設定を行います。表 2-3 はセキュリ 
ティ設定とその説明を示しています。表の指示に従って、これらの設定を行います。
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表 2-3 プロファイル管理の基本設定  

設定 入力する値

Security type Security type ドロップダウン リストから、無線ネットワークとの   
接続を認証するのに使用する方式を選択します。選択できるオプ

ションは、次のとおりです。

 • No authentication (Open)

 • Shared

 • WPA2-Personal

 • WPA-Personal

 • WPA2-Enterprise

 • WPA-Enterprise

 • 802.1X

 • CCKM

Encryption type 選択できる暗号化タイプは、選択したセキュリティ タイプによっ 
て異なります。Encryption type ドロップダウン リストから、使用   
可能な方式を選択します。選択できるオプションは、次のとおり

です。

 • No authentication (Open) を選択した場合、選択できる暗号化タ   
イプは None または WEP です。

 • Shared を選択した場合、選択できる暗号化タイプは WEP のみ   
です。

 • WPA2-Personal を選択した場合、AES または TKIP を選択でき    
ます。

 • WPA-Personal を選択した場合、AES または TKIP を選択でき    
ます。

 • WPA2-Enterprise を選択した場合、AES、TKIP、AES (MFP)、  
または TKIP (MFP) を選択できます。

 • WPA-Enterprise を選択した場合、AES または TKIP を選択で    
きます。

 • 802.1x を選択した場合、選択できる暗号化タイプは WEP のみ   
です。

 • CCKM を選択した場合、AES、WEP、または TKIP を選択で   
きます。

Network security key ネットワーク管理者から取得したネットワーク セキュリティ 
キーを入力します。

（注） Network security key フィールドは、セキュリティ タイプ    
として WEP 暗号化による No authentication (Open)、Shared、     
WPA2-Personal、または WPA-Personal を選択した場合のみ  
表示されます。
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Choose a network authentication 
method

Choose a network authentication method ドロップダウン リストから      
認証方式を選択します。選択できるオプションは、次のとおりで

す。

 • Smart Card or other certificate

 • Protected EAP (PEAP)

 • LEAP

 • PEAP-GTC

 • EAP-FAST

（注） Smart Card および Protected EAP (PEAP) は Microsoft から提        
供されます。シスコでは、これらの方式を CB21AG また  
は PI21AG クライアント アダプタでテストしていません。

（注） Choose a network authentication method ドロップダウン リス      
トは、セキュリティ タイプとして WPA2-Enterprise、  
WPA-Enterprise、802.1X、または CCKM を選択した場合の  
み表示されます。

（注） ネットワーク認証方式を選択した後、Settings ボタンをク 
リックして認証方式を設定します。認証方式の設定につい
ては、EAP-FAST、PEAP-GTC、および LEAP のアドミニ  
ストレータ ガイドを参照してください。

Cache user information for 
subsequent connections to this 
network

このプロファイルを使用して、後でネットワークに接続するため

にユーザ情報を保存する場合は、このチェックボックスをオンに

します。

（注） Cache user information for subsequent connections to this       
network チェックボックスは、セキュリティ タイプとして  
WPA2-Enterprise、WPA-Enterprise、802.1X、または CCKM 
を選択した場合のみ表示されます。これらのセキュリティ
タイプでは、ユーザ クレデンシャルを必要とするネット 
ワーク認証方式が使用されます。

表 2-3 プロファイル管理の基本設定（続き） 

設定 入力する値



第 2章      ワイヤレス プロファイルの設定
プロファイルの設定の表示および変更

2-19
Cisco Aironet 802. 11a/b/g ワイヤレス LAN クライアント アダプタ（CB21AG および PI21AG）Windows Vista 用インストレーション コンフィギュレーション ガイド             

OL-16534-01-J

無線測定

Cisco Connection Settings ダイアログボックスで無線測定機能を有効または無効にすることができま   
す。このダイアログボックスは、プロファイルの Wireless Network properties ダイアログボックスの    
Connection タブからアクセスできます（Cisco Connection Settings ダイアログボックスの表示方法に    
ついては、「プロファイルの設定の表示および変更」（2-14 ページ）のステップ 2 を参照）。

Enable Radio Measurement チェックボックスをオンにすると、無線測定機能が有効になります。ク   
ライアント ドライバは、クライアントがアクセス ポイントをアソシエートするときに無線測定情  
報を含めることによって、Cisco ワイヤレス LAN 無線測定機能に対するサポートをアドバタイズし   
ます。すると、クライアントは、ネットワーク インフラストラクチャが送信する無線測定要求を処 
理できるようになります。

Enable Radio Measurement チェックボックスをオフにすると、クライアントは無線測定情報要素を   
アドバタイズせず、ネットワーク インフラストラクチャが送信する無線測定要求を処理できませ 
ん。

高度なローミング設定

Cisco Connection Settings ダイアログボックスで高度なローミング機能を有効または無効にすること   
ができます。このダイアログボックスは、プロファイルの Wireless Network properties ダイアログ    
ボックスの Connection タブからアクセスできます（Cisco Connection Settings ダイアログボックスの     
表示方法については、「プロファイルの設定の表示および変更」（2-14 ページ）のステップ 2 を参照）。

高度なローミング機能を有効にするには、Enable Advanced Roaming Setting チェックボックスをオ    
ンにします。機能を無効にするには、チェックボックスをオフにします。

お使いの無線ネットワークのニーズに合わせて、5 つのローミング ポリシーから選択できます。  
ローミング ポリシーとは、ローミングに対する必要性のレベルです。Roaming Option ドロップダウ   
ン リストから、以下のローミング ポリシーを選択します。

 • Very Low — ローミングの必要性が非常に低い。クライアントは、接続が失われる可能性のあ   
る状態に RSSI と送信レートが低下するまで、現在のアクセス ポイントとの接続を維持します。   
クライアントは、現在のアクセス ポイントとの接続が失われた場合のみ、別のアクセス ポイ  
ントにローミングします。このローミング ポリシーは、パフォーマンスよりも現在のアクセス 
ポイントとの接続を優先します。このポリシーは、アクセス ポイントが 1 つのみの環境に最適   
です。

 • Low — ローミングの必要性が低い。クライアントは、パフォーマンスが極端に低下する状態に  
RSSI と送信レートが低下するまで、現在のアクセス ポイントとの接続を維持します。このポ  
リシーは、アクセス ポイントが広く分散している環境に最適です。

 • Normal — ローミングの必要性は普通。クライアントは、パフォーマンスが低下する状態に RSSI   
と送信レートが低下するまで、現在のアクセス ポイントとの接続を維持します。このポリシー 
は、ローミングの必要性とパフォーマンスのバランスを取りながら優先順位を付けます。

 • High — ローミングの必要性が高い。RSSI および送信レートのしきい値を高い値に設定して、   
ローミングの必要性を高くします。このポリシーは、多くのアクセス ポイントが近くに分散す 
る環境で、ユーザが速いペースで移動する場合に最適です。

 • Very High — ローミングの必要性が非常に高い。RSSI および送信レートのしきい値は、パフォー    
マンスが最高になるように設定されます。このポリシーは、複数のアクセス ポイントが存在す 
る環境で、ユーザが最高のパフォーマンスを発揮するアクセス ポイントにいつでも切り替えら 
れる場合に最適です。

 • デフォルト — デフォルトのローミング ポリシーは Normal です。このローミング ポリシーは      
クライアント ドライバに設定されます。
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3
EAP タイプの設定

この章では、無線ネットワークに対する認証に使用される EAP タイプについて説明します。

次の項目について説明します。

 • EAP-FAST の概要（3-2 ページ）

 • EAP-FAST の機能（3-3 ページ）

 • EAP-FAST の設定（3-5 ページ）

 • LEAP の概要（3-19 ページ）

 • LEAP の機能（3-20 ページ）

 • LEAP の設定（3-21 ページ）

 • PEAP-GTC の概要（3-24 ページ）

 • PEAP-GTC の機能（3-25 ページ）

 • PEAP-GTC の設定（3-25 ページ）
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EAP-FAST の概要

（注） EAP-FAST の詳細は、RFC4851 を参照してください。

EAP-FAST は、Transport Layer Security（TLS）によりクライアントと認証サーバ間でセキュリティ   
保護された通信を可能にし、相互認証されたトンネルを確立する EAP（拡張認証プロトコル）方式 
です。トンネル内では、クライアントと認証サーバ間でさらなる認証関連データを送信するために、

Type-Length-Value（TLV; タイプ、長さ、値）形式のデータが使用されます。

EAP-FAST は RFC 4507 で定義されている TLS 拡張をサポートしているため、サーバ上でセッショ      
ンごとの状態を保持しなくても、セキュリティ保護されたトンネルをすばやく再確立することがで

きます。EAP-FAST ベースのメカニズムは、TLS 拡張のクレデンシャルをプロビジョニングするよ  
うに定義されています。これらのクレデンシャルは Protected Access Credential（PAC）と呼ばれます。

EAP-FAST には、以下のような特徴があります。

 • 相互認証

EAP サーバ側でクライアントの ID と信頼性を検証でき、クライアント側で EAP サーバの信頼     
性を検証できる必要があります。

 • 消極的辞書攻撃に対する耐性 

多くの認証プロトコルでは、パスワードが要求され、そのパスワードはクライアントによって

EAP サーバに（クリアテキストまたはハッシュ値として）明示的に提供されます。通信におい 
て、パスワードなどの脆弱なクレデンシャルは傍受されないようにする必要があります。

 • MITM（中間者）攻撃に対する耐性

相互認証済みの保護されたトンネルを確立する際に、攻撃者がクライアントと EAP サーバ間の  
通信に割り込んで情報を差し替えるのをプロトコルによって回避する必要があります。

 • ほとんどのパスワード認証インターフェイスに対応できる柔軟性 

クライアントを認証するためのパスワード インターフェイスには、マイクロソフト チャレン  
ジ ハンドシェイク認証プロトコル（MS-CHAP）、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、    
One-Time Password（OTP）など、さまざまなものがあります。EAP-FAST では、これらの多様  
なパスワード タイプをサポートしています。

 • コンピュータ リソースおよび電力消費の効率性

特にワイヤレス メディアを使用している場合は、クライアントが使用できるコンピュータ リ  
ソースおよび電力は限られています。EAP-FAST により、より効率的な方法でネットワークに 
アクセスすることが可能になります。

 • トンネル内で通信を拡張できる柔軟性 

ネットワーク インフラストラクチャの複雑化に伴って、認証、許可、アカウンティングも、ま 
すます複雑になってきています。たとえば、相互認証を行うために複数の既存の認証プロトコ

ルが必要な場合があります。また、クライアントの認証成功時に、適切な許可を行うために、

タイプの異なる保護されたカンバセーションが必要となる場合もあります。

 • ユーザごとの認証における認証サーバの要件を最小限に抑える

大規模な導入では、通常、複数のクライアントの認証サーバとして機能する複数のサーバが存

在します。クライアントは、ユーザ名とパスワードを使用してネットワークにアクセスするの

と同じような方法で、共有秘密キーを使用してトンネルをセキュリティ保護します。EAP-FAST
により、クライアントによる単一の強固な共有秘密キーの使用が促進されると同時に、認証

サーバによるユーザごとのデバイス状態のキャッシュおよび管理を最小限に抑えることが可

能になります。
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EAP-FAST の機能
以下の項では、EAP-FAST の機能について説明します。

 • 2 つのフェーズから成るトンネルされた認証（3-3 ページ）

 • Protected Access Credential（3-3 ページ）

 • サーバの証明書評価（3-4 ページ）

2 つのフェーズから成るトンネルされた認証
EAP-FAST では、2 つのフェーズから成るトンネルされた認証プロセスが使用されます。

認証の第 1 フェーズでは、TLS ハンドシェイクを使用して、認証キーの交換を行い、クライアント   
と認証サーバ間の保護されたトンネルを確立します。トンネルでは、クライアント ID 情報がトン  
ネル外に開示されないように保護されます。このフェーズでは、クライアントとサーバは、確実に

互換性のあるバージョンのプロトコルを使用するようにするために、EAP-FAST バージョンのネゴ 
シエーションを実行します。

トンネルが確立されると、認証の第 2 フェーズが始まります。必要な認証および許可ポリシーを確  
立するために、クライアントとサーバ間でさらに通信が行われます。このフェーズでは、TLV オブ 
ジェクトにカプセル化された状態で一連の要求と応答がやり取りされます。この TLV 交換では、保  
護されたトンネル内で EAP 方式が使用されます。TLV オブジェクトおよび TLV の形式の詳細は、     
RFC 4851 の 4.2 項を参照してください。

EAP-FAST モジュールには、トンネルを確立するために自動と手動のどちらの PAC プロビジョニン   
グを使用するか、トンネルを確立するためにサーバ証明書を使用するかどうか、認証とプロビジョ

ニングにどのタイプのユーザ クレデンシャルを使用するか、確立されたトンネルでどのタイプの認 
証方式を使用するか、など、さまざまな EAP-FAST 設定オプションが用意されています。

Protected Access Credential

Protected Access Credential（PAC）は、最適なネットワーク認証を実現するためにクライアントに配  
布されるクレデンシャルです。PAC を使用することで、クライアントと認証サーバ間で認証トンネ 
ルを確立することができます（「2 つのフェーズから成るトンネルされた認証」（3-3 ページ）で説明  
されている、認証の第 1 フェーズ）。PAC は、共有秘密キー、不透明要素、その他の情報という、   
最大 3 つのコンポーネントで構成されます。

共有秘密キー コンポーネントには、クライアントと認証サーバ間の事前共有キーが含まれます。 
PAC-Key と呼ばれる、この事前共有キーにより、認証の第 1 フェーズでトンネルが確立されます。

クライアントがネットワーク リソースへのアクセスを要求した場合には、不透明コンポーネントが 
クライアントとサーバに提供されます。PAC-Opaque と呼ばれる、このコンポーネントは可変長 
フィールドで、トンネル確立時に認証サーバに送信されます。EAP サーバは、PAC-Opaque を解釈  
して必要な情報を取得し、クライアントの ID および認証を検証します。PAC-Opaque には、PAC-Key   
が含まれており、PAC のクライアント ID が含まれる場合もあります。

PAC には、その他の情報も含まれる場合があります。PAC-Info と呼ばれる、このコンポーネント  
は可変長フィールドで、少なくとも PAC 発行元（PAC を作成したサーバ）の機関 ID を提供するた     
めに使用されます。その他の、有用であるが必須ではない情報（PAC-Key の有効期限など）も、 
PAC のプロビジョニングまたは更新時に、PAC 発行元サーバからクライアントに伝えることがで  
きます。

PAC は、Cisco Secure ACS などの PAC 認証機関によって作成および発行され、ID で識別されます。       
ユーザはサーバから自分の PAC のコピーを取得し、その ID で PAC とプロファイルがリンクされ      
ます。
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マシン PAC などの永続 PAC は、EAP-FAST レジストリに保存され、暗号化されます。これらの     
PAC は、アクセス コントロール リスト（ACL）でも保護されているため、アクセスできるのは、   
指定されたユーザ（PAC の所有者）と特権ユーザ グループ（管理者など）だけです。マシン PAC   
は、そのマシンのすべてのユーザが使用できるように、グローバルに保存されます。

すべての PAC は、Microsoft Crypto API（CryptoProtectData）で暗号化され、ホスト マシンに関連付     
けられます。PAC は、他のマシンにコピーしたり、他のマシンで使用したりできません。

ユーザ認証 PAC など、すべての非永続 PAC は、揮発性メモリに保存されるため、リブート後や    
ユーザがログオフした後に削除されます。

サーバの証明書評価

EAP-FAST 認証の第 1 フェーズの TLS ネゴシエーションでは、認証サーバがクライアントに証明書     
を付与します。クライアントは、EAP サーバ証明書の有効性を検証し、また、与えられた EAP サー   
バ名を確認して、そのサーバを信頼できるかどうかを判断する必要があります。
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EAP-FAST の設定
ここでは、接続設定、ユーザ クレデンシャル、認証方式など、EAP-FAST モジュールの設定を行う  
方法について説明します。次の項目について説明します。

 • EAP-FAST のプロパティの設定（3-5 ページ）

 • Connection タブの EAP-FAST 設定（3-7 ページ）

 • User Credentials タブの EAP-FAST 設定（3-12 ページ）

 • Authentication タブの EAP-FAST 設定（3-15 ページ）

 • EAP-FAST モジュールのバージョンの確認（3-17 ページ）

EAP-FAST のプロパティの設定
EAP-FAST Properties ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 デスクトップの左下にある Start ボタンをクリックします。

ステップ 2 右側のペインで Network を右クリックします。

ステップ 3 Properties を選択します。

ステップ 4 左側のペインで Manage wireless networks を選択します。

ステップ 5 対象のワイヤレス ネットワークをダブルクリックします。

ステップ 6 Wireless Network properties ウィンドウで、Security を選択します（図 3-1 を参照）。
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図 3-1 Wireless Network Properties ウィンドウ

ステップ 7 Choose a network authentication method ドロップダウン リストから Cisco EAP-FAST を選択します。

ステップ 8 Settings ボタンをクリックします。

ステップ 9 Connection タブ、User Credentials タブ、Authentication タブ、または About タブをクリックしま      
す。これらのタブの設定方法については、「Connection タブの EAP-FAST 設定」（3-7 ページ）、「User    
Credentials タブの EAP-FAST 設定」（3-12 ページ）、および「Authentication タブの EAP-FAST 設定」       
（3-15 ページ）を参照してください。デバイスでモジュールのバージョンを確認する方法について 
は、「EAP-FAST モジュールのバージョンの確認」（3-17 ページ）を参照してください。

（注） EAP-FAST プロファイルを使用し、認証方法として EAP-GTC を選択したときに、シングル サイン    
オン機能を有効にするには、Cache user information for subsequent connections to this network        
チェック ボックスをオンにする必要があります。第 1 認証では、クレデンシャルのポップアップ   
ダイアログ ボックスが表示されます。
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Connection タブの EAP-FAST 設定
EAP-FAST の Connection タブには、外部 Transport Layer Security（TLS）トンネルを確立するための      
設定が表示されます。設定には、ID の保護、Protected Access Credential（PAC）の使用方法、PAC   
のプロビジョニング、認証されたサーバ証明書をトンネルの確立に使用する方法、信頼済みルート

CA（認証局）証明書のリストにある信頼済みルート CA の使用方法が含まれます。

Connection タブで接続設定を行うことができます（図 3-2 を参照）。

図 3-2 EAP-FAST Properties ウィンドウの Connection タブ
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表 3-1 に、すべての接続設定とその説明を示します。

表 3-1 接続設定 

接続設定 説明

Use anonymous outer identity ID のプライバシー保護を有効にするには、このチェックボックス 
をオンにします。

デフォルト：オン

外部 ID フィールド Use anonymous outer identity チェックボックスがオンの場合、外部    
ID を入力します。外部 ID フィールドに入力する値については、   
管理者の指示または RFC 4282 に従ってください。

デフォルト：anonymous

（注） このフィールドに入力できる最大文字数は 256 文字です。

Use Protected Access Credential 
(PAC)

PAC の使用を有効にしてトンネルを確立するには、このチェック 
ボックスをオンにします。このチェックボックスがオンの場合、

PAC のプロビジョニングが要求されます。このチェックボックス 
がオフの場合は、EAP-FAST が PEAP として動作し、毎回トンネ   
ルを確立する際に、認証されたサーバ証明書のみが使用されます。

PAC は、クライアントとサーバの相互認証に使用される一意の共 
有クレデンシャルです。特定のクライアントのユーザ名とサーバ

の機関 ID に関連付けられます。PAC を使用すれば、Public Key    
Infrastructure（PKI; 公開キー インフラストラクチャ）とデジタル  
証明は必要なくなります。PAC は、自動あるいは手動で、クライ 
アントに配布またはインポートされます。

手動 PAC プロビジョニングの場合、PAC ファイルが AAA サーバ     
または EAP-FAST サーバでローカルに生成されます。手動プロビ  
ジョニングでは、ユーザ クレデンシャルがサーバに提供され、そ 
のユーザに対する PAC ファイルが生成されます。この後、この  
PAC をクライアント デバイスに手動でインストールする必要が  
あります。

デフォルト：オン

Allow automatic PAC 
provisioning

EAP-FAST 認証で PAC の自動取得を有効にするには、このチェッ   
クボックスをオンにします。

自動 PAC プロビジョニングを有効にすると、EAP-FAST 認証で   
PAC を自動的に取得できます。自動 PAC プロビジョニングでは、   
TLS と Diffie-Hellman Key Agreement プロトコルを使用して、安全     
なトンネルを確立します。また、MSCHAPv2 を使用して、クライ 
アントの認証と MITM（中間者）攻撃の早期検出が行われます。

デフォルト：オン
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PAC Authority ドロップダウン リストから PAC 認証機関を選択します。

デフォルト：None

（注） ドロップダウン リストには、以前にトンネル PAC をプロ   
ビジョニングしたすべての PAC 認証機関の名前が含まれ  
ています。PAC をプロビジョニングしたことがない場合 
は、None のみが表示されます。None を選択して、強制的  
にホストに PAC のプロビジョニングを要求させることも  
できます。

Import 手動で PAC ファイルをインポートするには、Import ボタンをク   
リックします。このボタンをクリックすると、Import Protected 
Access Credentials (PAC) File ウィンドウが表示されます。選択した    
PAC ファイルのパスワードを入力する必要がある場合は、パス 
ワード ウィンドウが表示されます。

有効な PAC ファイルを選択し、インポートすると、その PAC 認    
証機関が PAC 認証機関ドロップダウン リストに追加されます。

デフォルト：オン

Validate server certificate トンネルの確立で、認証されたサーバ証明書を使用するには、こ

のチェックボックスをオンにします。Use Protected Access  
Credentials (PAC) チェックボックスと Validate Server Certificate     
チェックボックスは両方ともオンにすることができます。両方と

もオンになっている場合は、ホスト システムにインストールされ 
ている信頼済み CA 証明書のリストから、1 つまたは複数の信頼   
済み CA 証明書を選択できます。

両方のチェックボックスがオンになっている場合、EAP-FAST モ 
ジュールは必ず PAC を最初に使用しようとします。PAC がない   
か、サーバに拒否された場合、EAP-FAST モジュールはサーバ証 
明書を使用します。

両方のチェックボックスがオフになっている場合、EAP-FAST は 
サーバ証明書を検証せずに PEAP と同様に機能します。基本的な  
信頼性の検証が行われないため、両方のチェックボックスをオフ

にすることはお勧めしません。

デフォルト：オフ

表 3-1 接続設定（続き）

接続設定 説明
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User Credentials タブの概要
EAP-FAST モジュールでは、認証およびプロビジョニングで、クライアント証明書とユーザ名 / パ 
スワードの両方をユーザ クレデンシャルとして使用できます。

クライアント証明書

クライアント証明書が使用される場合、EAP-FAST モジュールは自動的に、現在のユーザの 
Windows 証明書ストアからクライアント証明書を取得します。また、EAP-FAST モジュールは、ロ  
グオンしているユーザのユーザ名と一致するユーザ証明書を検出します。この証明書が期限切れに

なることはありません。

Connect to only these servers サーバから提供されたサーバ証明書と一致する必要があるオプ

ションのサーバ名を入力するには、このチェックボックスをオン

にします。サーバ名をセミコロンで区切り、複数のサーバ名を入

力することができます。サーバ証明書のサブジェクト フィールド 
（CN）が、このフィールドに入力したサーバ名と一致した場合の
み、EAP-FAST モジュールは、プロンプトを表示せずに、接続の 
継続を許可します。

デフォルト：オフ

（注） サーバ名には、ワイルドカード文字としてアスタリスク
（*）を 使 用 で き ま す。た だ し、ア ス タ リ ス ク は
name.domain.com 形式の最初のピリオド（.）より前に指定 
す る 必 要 が あ り ま す。た と え ば、「*.cisco.com」は
「.cisco.com」で終わるすべてのサーバ名と一致します。
サーバ名のこれ以外の場所にアスタリスクを指定すると、
ワイルドカード文字として認識されません。

Trusted Root CA システムにインストールされている証明書のリストから、1 つま 
たは複数の信頼済みルート CA 証明書を選択します。ホスト シス   
テムにインストールされている信頼済み CA 証明書のみが、ド  
ロップダウン リストに表示されます。

選択した信頼済みルート CA 証明書の詳細を表示するには、証明  
書名をダブルクリックします。証明書名をダブルクリックすると、

Windows の証明書のプロパティ画面が表示されます。この画面で、 
証明書の詳細を確認できます。

デフォルト：None
Do not prompt user to authorize     
new servers or trusted certificate    
authorities.

サーバ名が一致しない場合、またはサーバ証明書が、選択した信

頼済みルート CA 証明書のいずれでも署名されていない場合に、  
ユーザに接続の認証を求めないようにするには、このチェック

ボックスをオンにします。このような場合に、このチェックボッ

クスがオンになっていると、認証は失敗します。

デフォルト：オフ

表 3-1 接続設定（続き）

接続設定 説明
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複数のユーザ証明書がある場合、EAP-FAST モジュールは、いずれかを選択するようユーザに求め、 
その選択がプロファイルに保存されます。デフォルトでは、ユーザ証明書は、保護された TLS トン  
ネル内で EAP-TLS 内部方式または TLS 再ネゴシエーションにより、セキュリティ保護された状態    
で送信されます。トンネルが確立された後に、EAP-FAST サーバが、クライアント証明書を要求す 
るための TLS 再ネゴシエーションを開始しなかった場合は、EAP-FAST モジュールが EAP-TLS 内     
部方式により証明書を送信します。

EAP-FAST モジュールの管理者は、これらのセキュリティ対策を講じなくても、ユーザ証明書を送 
信できるように、EAP-FAST モジュールの XML スキーマを設定することができます。

ユーザ名とパスワード

ユーザ名とパスワードが使用される場合、ユーザは次のいずれかのタイプのユーザ名とパスワード

を指定します。

 • Windows のユーザ名とパスワード — ネットワーク アクセス クレデンシャルとして Windows      
のユーザ名とパスワードが使用されます。パスワードが無効な場合や、パスワードの変更が必

要な場合以外、ユーザにユーザ名とパスワードの入力を求められることはありません。

 • 求められたユーザ クレデンシャル — ユーザは認証時にクレデンシャルを指定するよう求めら   
れます。このクレデンシャルは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）クレデンシャル   
など、Windows のユーザ名とパスワードとは別のクレデンシャルです。

 • 保存済みユーザ クレデンシャル — EAP-FAST 設定で入力されたユーザ クレデンシャルです。     
保存済みクレデンシャルが失敗した場合や期限切れになった場合以外、ユーザに認証時にクレ

デンシャルが求められることはありません。認証成功後にユーザが入力した新しいクレデン

シャルは、設定に自動的に保存されます。古い保存済みクレデンシャルを変更するために設定

画面に戻る必要はありません。

 • 1 回限りのパスワード（OTP）— ユーザは OTP を手動で入力する必要があります。OTP の新規     
PIN モードおよびネクスト トークン モードがサポートされています。
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User Credentials タブの EAP-FAST 設定
User Credentials タブでユーザ クレデンシャルを設定できます（図 3-3 を参照）。

図 3-3 EAP-FAST Properties ウィンドウの User Credentials タブ

表 3-2 に、ユーザ クレデンシャルのすべてのオプションとその説明を示します。

表 3-2 ユーザ クレデンシャルのオプション 

ユーザ クレデンシャル 説明

Use a certificate on this computer 現在のユーザの Windows 証明書ストアからクライアント証明書  
を自動的に取得するには、このラジオ ボタンをクリックします。

デフォルト：オフ

Use one-time password 1 回限りのパスワード（OTP）を使用するには、このラジオ ボタ  
ンをクリックします。OTP の詳細は、「OTP に関する PIN モード    
とトークン モードの概要」（3-14 ページ）を参照してください。

デフォルト：オフ 
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Use Windows username and 
password

ネットワーク認証で、Windows のユーザ名とパスワードを 

EAP-FAST のユーザ名とパスワードとして使用するには、このラ 
ジオ ボタンをクリックします。

デフォルト：オン

Prompt automatically for 
username and password

認証を試行するたびに、Windows のユーザ名とパスワードに加え 
て、EAP-FAST のユーザ名とパスワードを入力するようユーザに 
求めるには、このラジオ ボタンをクリックします。このオプショ 
ンは、LDAP など、Windows 以外のパスワードをサポートしてい  
ます。

デフォルト：オフ

Use saved username and 
password

ユーザが EAP-FAST のユーザ名とパスワードを毎回入力する必要  
がないようにするには、このラジオ ボタンをクリックします。認 
証は、必要に応じて、保存されているユーザ名とパスワードを使

用して自動的に行われます。ユーザ名とパスワードはバックエン

ド サーバに登録されています。

デフォルト：オフ

このオプションを選択した場合、ユーザは次の情報を入力する必

要があります。

 • Username — 次のいずれかの形式で、ユーザ名とドメイン名を  
入力します。

－ ドメイン修飾ユーザ名 — domain¥user

－ ユーザ プリンシパル名（UPN）— user@domain.com

 • Password — パスワードを入力します。この暗号化されたパス  
ワードは、EAP-FAST 設定に保存されます。

 • Confirm password — パスワードを正しく入力したことを確認   
するために、もう一度パスワードを入力します。

（注） ユーザ名とパスワードに入力できる最大文字数は 256 文  
字です。

表 3-2 ユーザ クレデンシャルのオプション（続き）

ユーザ クレデンシャル 説明
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OTP に関する PIN モードとトークン モードの概要
OTP の新規 PIN モードがサポートされています。新規 PIN が必要な場合、バックエンド サーバは、      
新規 PIN が必要であることを示すために、テキスト メッセージ（「新規 PIN を入力してください」     
など）を送信します。その後、EAP-FAST モジュールは、サーバからのテキスト メッセージを含む  
プロンプト ウィンドウを表示します（図 3-4 を参照）。バックエンド サーバは、ユーザが入力した   
新規 PIN を確認するために、PIN を 2 回入力するようユーザに求める場合があります。

図 3-4 新規 PIN の入力を求めるプロンプト ウィンドウ

OTP のネクスト トークン モードもサポートされています。ネクスト トークンが必要な場合、バッ    
クエンド サーバは、ネクスト トークンが必要であることを示すために、テキスト メッセージ（「次   
のパスコードを入力してください」など）を送信します。その後、EAP-FAST モジュールは、サー 
バから送信されたテキスト メッセージを含むプロンプト ウィンドウを表示します（図 3-5 を参照）。   
ユーザは、OTP デバイスまたはソフトウェアからネクスト トークンを取得し、そのトークンをプ  
ロンプト フィールドに入力する必要があります。

図 3-5 ネクスト トークンの入力を求めるプロンプト ウィンドウ
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Authentication タブの EAP-FAST 設定
EAP-FAST モジュールは、EAP-GTC、EAP-MSCHAPv2、EAP-TLS の 3 つの認証方式をサポートし    
ています。

この 3 つの認証方式では、次のタイプのクレデンシャルが使用されます。

 • EAP-GTC — Active Directory のパスワード、OTP、トークン、LDAP

 • EAP-MSCHAPv2 — Active Directory のパスワード

 • EAP-TLS — 証明書

EAP-GTC モジュールは EAP-FAST モジュールにバンドルされています。EAP-GTC モジュールは    
EAPHost フレームワークに登録されておらず、他のアプリケーションでは使用できません。

EAP-MSCHAPv2 モジュールの変更バージョンも EAP-FAST モジュールにバンドルされています。   
この変更バージョンは、EAP-MSCHAPv2 チャレンジの変更に対応するために、匿名 TLS プロビジョ   
ニング モードで使用されます。このモジュールは、変更のない認証モードのユーザ認証もサポート 
しています。

EAP-FAST モジュールは、Windows Vista に付属する標準の EAP-TLS モジュールを使用します。

ユーザ インターフェイスで、この 3 つの内部認証方式のいずれか 1 つのみを選択できます。他の     
サードパーティの EAP 方式も、EAPHost フレームワークに登録されており、管理者インターフェ   
イスで選択できますが、まだ正式にテストされていません。

Authentication タブで認証の設定を選択できます（図 3-6 を参照）。

図 3-6 EAP-FAST Properties ウィンドウの Authentication タブ
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表 3-3 に、認証のオプションとその説明を示します。

表 3-3 認証設定 

認証設定 説明

Select an authentication method ドロップダウン リストから内部トンネルの EAP 方式を選択しま   
す。EAP-GTC、EAP-MSCHAPv2、EAP-TLS、Any Method の中か  
ら選択できます。

Any Method オプションを選択した場合、EAP-FAST モジュールは、   
EAP サーバが要求するサポート対象方式をどれでも選択できるよ 
うになります。また、この方式は、使用するユーザ クレデンシャ 
ルに適したものである必要があります。

デフォルト：Any Method

（注） User Credentials タブで Use one-time password ラジオ ボタ       
ンを選択した場合、選択可能なオプションは EAP-GTC の  
みになります。

（注） User Credentials タブで Use a certificate on this computer ラ         
ジオ ボタンを選択した場合、選択可能なオプションは 
EAP-TLS のみになります。

（注） Any Method を選択してすべての方式を許可することは、  
Cisco または Microsoft によってサポートされておらず、ま   
たお勧めできません。この設定は「現状のまま」使用する

ことになります。Cisco は、サポートされていない方式が 
使用された場合に生じたシステムの不具合について、一切

保証しません。実稼働環境では、サポートされていない方

式を使用しないでください。

（注） EAP-FAST プロファイルを使用し、認証方法として  
EAP-GTC を選択したときに、シングル サインオン機能  
を有効にするには、Security タブの Cache user  
information for subsequent connections to this network      
チェック ボックスをオンにする必要があります 
（Security タブの表示方法については、「EAP-FAST のプロ  
パティの設定」（3-5 ページ）を参照）。第 1 認証では、ク   
レデンシャルのポップアップ ダイアログ ボックスが表示  
されます。

Configure EAP-TLS オプションを設定するには、Configure ボタンをクリッ  
クします。このオプションは、認証方式として EAP-TLS を選択し  
た場合のみ、有効になります。このボタンをクリックすると、

Windows Vista 標準の EAP-TLS のプロパティ画面が表示されま    
す。

デフォルト：無効
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EAP-FAST モジュールのバージョンの確認
デバイスで EAP-FAST モジュールの現在のバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 EAP-FAST Properties ウィンドウにアクセスします。このウィンドウにアクセスする手順の詳細は、  
「EAP-FAST のプロパティの設定」（3-5 ページ）で説明されています。

ステップ 2 About タブをクリックします（図 3-7 を参照）。このタブで、バージョン番号、著作権情報、オープ  
ン ソース ソフトウェア情報を確認できます。

Enable fast reconnect セッションの再開を許可するには、このチェックボックスをオン

にします。

EAP-FAST モジュールでは、ユーザ認証 PAC を使用することで、   
再接続（セッションの再開とも呼ばれる）が迅速に行われます。

Enable fast reconnect をオンにすると、クレデンシャルを再入力す   
ることなく、ローミングしたり、サスペンド モードから復帰した 
りすることができます。この機能は、複数のネットワーク アクセ 
ス サーバにわたって使用できます。

デフォルト：オン

（注） プロファイルを切り替えた場合、ログオフした場合、また
はリブートした場合、再接続は迅速に試行されません。再
認証が必要です。

Enable posture validation ホスト マシンの状態の問い合わせを許可するには、このチェック 
ボックスをオンにします。

表 3-3 認証設定（続き）

認証設定 説明
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図 3-7 EAP-FAST Properties ウィンドウの About タブ
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LEAP の概要
Cisco LEAP は、IEEE 802.11 無線ローカル エリア ネットワーク（WLAN）で使用するように設計さ      
れた認証プロトコルです。LEAP には、次のような重要な機能があります。

 • ネットワーク インフラストラクチャとユーザ間の相互認証

 • ランダムなユーザ固有の暗号化セッション キーの安全な派生

 • 広く使用されている既存のネットワーク認証メカニズム（RADIUS など）との互換性

 • 計算速度

Cisco LEAP はシスコ専用のプロトコルですが、既存の IETF および IEEE 規格をベースとしていま      
す。Cisco LEAP がベースとしている規格は、次のとおりです。

 • Extensible Authentication Protocol（EAP; 拡張認証プロトコル）

EAP は、当初、新しい認証方法を Point-to-Point Protocol（PPP; ポイントツーポイント プロトコ     
ル）に取り込むためのフレームワークとして開発されました。EAP が存在する前は、新しい認 
証方式を作成するために、まったく新しい PPP 認証プロトコルを定義する必要がありました。  
しかし、EAP の登場により、新しい EAP タイプを定義するだけで、新しい認証タイプを導入   
できるようになりました。新しい EAP タイプは、EAP 要求および応答メッセージのセットと、   
それに関連するセマンティックで構成されます。

 • Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL; LAN 経由の拡張認証プロトコル）

EAP は、もともと PPP の一部として機能するように開発されましたが、フレーム化されたほと   
んどのタイプのリンク レイヤにマッピングできる柔軟性も備えています。無線アクセス ポイ  
ントでは、このリンク レイヤは PPP ではなく無線 LAN として機能します。IEEE 802.1X EAP       
over LAN（EAPOL; LAN 経由の拡張認証プロトコル）は、イーサネット パケット内の EAP パ      
ケットを LAN 経由で転送できるように暗号化する方式を指定します。

 • 暗号化およびキー交換

802.11 仕様を使用すると、クライアントとアクセス ポイント間のデータ トラフィックを暗号   
キーで暗号化することができます。クライアントとネットワーク アクセス デバイスは、WPA、  
WPA2、CCKM、または WEP 経由でキーを交換することで、同じキー ペアを取得します。キー   
ペアの一方は、ネットワーク アクセス デバイスからのブロードキャストおよびマルチキャス  
ト トラフィック用で、もう一方のキーは他のすべてのパケット用です。

 • Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）サーバ

ネットワーク アクセス サーバ（WLAN アクセス ポイントなど）は、多くの場合、クライアン    
ト認証の実行を中央集約型の AAA サーバに依存しています。最も一般的な AAA サーバ タイ     
プの 1 つが RADIUS サーバです。RADIUS プロトコルに対する拡張機能は、認証サーバとネッ     
トワーク アクセス サーバ間で EAP パケットを転送できるように定義されています。この場合、    
ネットワーク アクセス サーバはリレー エージェントになり、認証のカンバセーションがクラ   
イアントと RADIUS サーバ間で行われます。RADIUS サーバは、アクセス ポイントに、認証の    
結果と、クライアントにネットワークへのアクセスを許可するかどうかを通知します。クライ

アントとアクセス ポイント間で使用するセッション キーなど、その他のパラメータが返され  
る場合もあります。
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LEAP の機能
ほとんどの RADIUS サーバは MS チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル（MS-CHAP）をサポー     
トしているため、MS-CHAP は LEAP の基盤となっています。このプロトコルは、ランダム チャレ    
ンジをクライアントに送信するオーセンティケータで構成されます。クライアントのデータ暗号化

規格（DES）は、パスワードの MD4 ハッシュを使用することで、チャレンジを暗号化します。そ  
の後、オーセンティケータは、クライアントのユーザ名とパスワードの情報を使用して応答を検証

します。

認証中に、アクセス ポイントは、クライアントと RADIUS サーバ間のカンバセーションで透過リ   
レーとして機能します。EAPOL ヘッダーは、クライアントから送信される EAPOL パケットから削   
除されます。EAPOL パケットの内容は、EAP 属性として RADIUS 要求パケットに追加され、RADIUS    
サーバに送信されます。サーバからの RADIUS パケットには、EAPOL パケットに追加され、クラ   
イアントに送信される EAP 属性の内容が含まれます。アクセス ポイントは、EAP データの内容を    
検証しません。

クライアントがアクセス ポイントとのアソシエーションを確立すると、アクセス ポイントは EAP   
ID 要求をクライアントに送信します。クライアントはユーザ名で応答します。その後、RADIUS 
サーバは、LEAP チャレンジに EAP 属性をフォーマットします。クライアントは LEAP チャレンジ     
の応答を RADIUS サーバに返します。

ユーザが無効な場合、RADIUS サーバは、EAP 失敗属性を含む RADIUS アクセス拒否メッセージを    
送信します。ユーザが有効な場合、サーバは、EAP 成功属性とともに RADIUS アクセスチャレンジ   
パケットを送信します。クライアントは LEAP チャレンジで応答します。サーバは、LEAP チャレ   
ンジ応答を含む EAP 属性を格納した RADIUS アクセス許可パケットで応答します。このパケット    
には、アクセス ポイントに暗号キーの値を通知するシスコ ベンダー固有属性も格納されます。ク  
ライアントは、チャレンジ応答を検証します。応答が無効な場合、クライアントはアソシエーショ

ンを解除し、別のアクセス ポイントの検索を試みます。

802.11 は、クライアントとアクセス ポイント間のトラフィックで最大 4 個の暗号キーの使用をサ    
ポートします。アクセス ポイントは、このいずれかのキー インデックスをセッション キーに使用   
します。このキーは、クライアントとアクセス ポイント間で接続を確立するたびに、異なる値にな 
ります。

セッション キーは、ユーザ パスワード、LEAP チャレンジの内容、クライアントとやり取りした応   
答から生成されます。802.11 暗号化では、40 ビット キーまたは 128 ビット キーがベースになりま      
す。キー派生ルーチンは、必要な長さより長いキーを提供します。
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LEAP の設定
ここでは、LEAP モジュールの設定方法について説明します。次の項目について説明します。

 • LEAP のプロパティの設定（3-21 ページ）

 • Network Credentials タブの LEAP 設定（3-22 ページ）

 • LEAP モジュールのバージョンの確認（3-24 ページ）

LEAP のプロパティの設定
LEAP Properties ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 デスクトップの左下にある Start ボタンをクリックします。

ステップ 2 右側のペインで Network を右クリックします。

ステップ 3 Properties を選択します。

ステップ 4 左側のペインで Manage Wireless Networks を選択します。

ステップ 5 対象のワイヤレス ネットワークをダブルクリックします。

ステップ 6 Wireless Network properties ウィンドウで、Security を選択します（図 3-8 を参照）。

図 3-8 Wireless Network Properties ウィンドウ
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ステップ 7 Choose a network authentication method ドロップダウン リストから、LEAP を選択します。

ステップ 8 Settings ボタンをクリックします。この画面で LEAP を設定できます。

Network Credentials タブの LEAP 設定
ユーザは、以下のいずれかのタイプのネットワーク クレデンシャルを提供します。

 • Windows のユーザ名とパスワード — ネットワーク アクセス クレデンシャルとして Windows      
のユーザ名とパスワードが使用されます。このオプションを選択した場合、ユーザ名とパス

ワードの入力を求めるメッセージは表示されません。

 • 求められたユーザ クレデンシャル — ユーザは認証時にクレデンシャルを指定するよう求めら   
れます。このクレデンシャルは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）クレデンシャル   
など、Windows のユーザ名とパスワードとは別のクレデンシャルです。

 • 保存済みユーザ クレデンシャル — LEAP 設定で入力されたユーザ クレデンシャルです。保存     
済みクレデンシャルが失敗した場合や期限切れになった場合以外、ユーザに認証時にクレデン

シャルが求められることはありません。認証成功後にユーザが入力した新しいクレデンシャル

は、設定に自動的に保存されます。古い保存済みクレデンシャルを変更するために設定画面に

戻る必要はありません。

Network Credentials タブで LEAP ネットワーク クレデンシャルを設定できます（図 3-9 を参照）。

図 3-9 LEAP Properties ウィンドウの Network Credentials タブ
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表 3-4 は、LEAP ネットワーク クレデンシャルの設定とその説明を示しています。

LEAP モジュールは、次の 3 つの時点で、クレデンシャルを求める場合があります。

 • 起動時 — ユーザがログオンしていない状態です。LEAP モジュールは、マシン クレデンシャ    
ルを使用してネットワーク認証を行います。LEAP モジュールは、ユーザに情報の入力を求め 
ずに、Microsoft のローカル セキュリティ機関（LSA）API を使用してマシン クレデンシャルを    
取得します。

 • ログイン前 — この場合、Microsoft の レイヤ 2 クレデンシャル プロバイダ（L2NA）は、必要       
なタイプのクレデンシャルに対応する Microsoft の EAPHost API を介して LEAP モジュールに       
クエリを送信します。LEAP モジュールは、適切なタイプ（Windows、ネットワーク、なし、の 
いずれか）を通知します。ユーザは Microsoft L2NA プロンプトに適切なクレデンシャルを入力   
します。

 • ログイン後 — ユーザはすでにログオンしていますが、カードが挿入された、ネットワーク認  
証が失敗したなどの理由で、LEAP モジュールがユーザにネットワーク クレデンシャルの入力  
を求める場合があります。LEAP モジュールは、Microsoft EAPHost API である  
EapInvokeInteractiveUI API を呼び出します。ユーザは、表示される LEAP クレデンシャル プロ     
ンプトでユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

表 3-4 LEAP ネットワーク クレデンシャルの設定 

LEAP ネットワーク  
クレデンシャルの設定 説明

Use Windows username and 
password

ネットワーク認証で、Windows のユーザ名とパスワードを LEAP  
のユーザ名とパスワードとして使用するには、このラジオ ボタン 
をクリックします。

デフォルト：オン

Prompt automatically for 
username and password

認証を試行するたびに、Windows のユーザ名とパスワードに加え 
て、バックエンド サーバに登録されている LEAP のユーザ名とパ   
スワードを入力するようユーザに求めるには、このラジオ ボタン 
をクリックします。

デフォルト：オフ

Use saved username and 
password

ユーザが Windows にログインするたびに LEAP のユーザ名とパス    
ワードを毎回入力する必要がないようにするには、このラジオ ボ 
タンをクリックします。認証は、必要に応じて、保存されている

ユーザ名とパスワードを使用して自動的に行われます。ユーザ名

とパスワードはバックエンド サーバに登録されています。

デフォルト：オフ

このオプションを選択した場合、ユーザは次のことを行う必要が

あります。

 • Username フィールドにユーザ名を入力します。

 • Password フィールドにパスワードを入力します。

 • Confirm password — パスワードを正しく入力したことを確認   
するために、もう一度パスワードを入力します。

（注） ユーザ名とパスワードに入力できる最大文字数は 256 文  
字です。
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LEAP モジュールのバージョンの確認
About タブでは、LEAP モジュールのバージョン番号、著作権情報、オープンソース ソフトウェア   
情報を確認できます（図 3-9 を参照）。

PEAP-GTC の概要
拡張認証プロトコル（EAP）は、複数の認証方式をサポートします。EAP は、もともと PPP 用に作   
成されたものですが、ネットワーク ポート認証の IEEE 802.1X でも使用されています。EAP につい     
ては、当初からいくつかの弱点が指摘されています。たとえば、ユーザ ID、通知メッセージ、EAP 
ネゴシエーションが保護されないこと、キー交換用に標準化されたメカニズムがないこと、分割と

再結合のビルトイン サポートがないこと、成功または失敗インジケータの確認がサポートされない 
こと、迅速な再接続がサポートされないことなどがあります。

Protected Extensible Authentication Protocol（PEAP; 保護された拡張認証プロトコル）は、EAP プロト     
コルを TLS チャネル内にラッピングすることで、これらの弱点を補強しています。PEAP 内で実行   
される EAP 方式は、次の機能を提供します。

 • ID の保護 — ID 交換が暗号化され、TLS チャネルのネゴシエーション後にクライアント証明書     
が提供されます。

 • ヘッダーの保護 — EAP 方式のカンバセーションは TLS チャネル内で行われるため、EAP ヘッ      
ダーが変更されるのを防ぐことができます。

 • ネゴシエーションの保護 — PEAP 内では、EAP カンバセーションが認証されます。また、整合    
性と再生はパケット単位で保護され、PEAP 内で行われる EAP 方式のネゴシエーションは、TLS   
チャネル内で送信されるエラー メッセージと同じように保護されます。

 • キー交換のサポート — さまざまなリンクレイヤ暗号化セット用のキー関連情報を提供するた  
めに、EAP 方式では、認証および暗号キーとともに初期ベクトルを生成するためのキー階層を 
提供する必要があります。TLS キー派生方法を使用することで、PEAP は、内部で実行される  
任意の EAP 方式で必要なキー関連情報を提供します。

 • パケットの分割と再結合 — EAP には分割および再結合のサポートが含まれていないため、各   
EAP 方式でこの機能を補う必要があります。PEAP 内に分割および再結合のサポートを含める  
ことで、PEAP を使用する方式が分割および再結合を独自にサポートする必要がなくなります。

 • 成功または失敗インジケータの確認 — TLS チャネル内で成功または失敗インジケータを送信   
することで、PEAP は EAP カンバセーションの保護された停止をサポートします。確認インジ   
ケータを使用すると、攻撃者が EAP 失敗メッセージを偽造したり、EAP 成功メッセージを偽   
造して EAP ピアに不正な NAS を受け入れさせたりするサービス拒否（DOS）攻撃を防ぐこと    
ができます。

 • 迅速な再接続 — 無線ネットワークの認証に EAP を使用する場合は、クライアントがアクセス    
ポイント間をローミングする際に EAP 方式ですばやく再認証できることが重要です。PEAP は、   
TLS セッションの再開ファシリティを活用することで、すばやい再接続をサポートしていま 
す。PEAP内で実行される EAP 方式では、迅速な再接続が可能です。

 • 辞書攻撃に対する耐性 — PEAP は、TLS チャネル内で EAP カンバセーションを行うことで、      
EAP カンバセーションを無防備な状態で行ったときにオフライン辞書攻撃にさらされる可能 
性のある EAP 方式を保護します。
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PEAP-GTC の機能
PEAP-GTC は 2 つのフェーズで機能します。

フェーズ 1 では、認証サーバが TLS 認証を実行して暗号化されたトンネルを作成し、Secure Sockets     
Layer（SSL; セキュア ソケット レイヤ）を使用する Web サーバ認証と同様の手法でサーバ側の認     
証を行います。PEAP のフェーズ 1 が正常に完了すると、保護対象となるすべてのユーザ情報を含   
む全データが暗号化されます。

フェーズ 2 は拡張可能です。クライアントは、TLS トンネル内で GTC 方式を使用して認証できます。

PEAP-GTC の設定
ここでは、PEAP-GTC モジュールの設定方法について説明します。次の項目について説明します。

 • PEAP-GTC のプロパティの設定（3-25 ページ）

 • Connection タブの PEAP-GTC 設定（3-27 ページ）

 • User Credentials タブの PEAP-GTC 設定（3-29 ページ）

PEAP-GTC のプロパティの設定
PEAP-GTC Properties ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 デスクトップの左下にある Start ボタンをクリックします。

ステップ 2 右側のペインで Network を右クリックします。

ステップ 3 Properties を選択します。

ステップ 4 左側のペインで Manage Wireless Networks を選択します。

ステップ 5 対象のワイヤレス ネットワークをダブルクリックします。

ステップ 6 Wireless Network properties ウィンドウで、Security を選択します（図 3-10 を参照）。
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図 3-10 Wireless Network Properties ウィンドウ

ステップ 7 Choose a network authentication method ドロップダウン リストから、PEAP-GTC または LEAP を選         
択します。

ステップ 8 Settings ボタンをクリックします。この画面で PEAP-GTC を設定できます。
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Connection タブの PEAP-GTC 設定
Connection タブで PEAP-GTC の接続設定を行うことができます（図 3-11 を参照）。

図 3-11 PEAP-GTC Properties ウィンドウの Connection タブ

表 3-5 は、PEAP-GTC の接続設定とその説明を示しています。

表 3-5 PEAP-GTC の接続設定 

PEAP-GTC の接続設定 説明

Use anonymous outer identity ID のプライバシー保護を有効にするには、このチェックボックス 
をオンにします。このチェックボックスをオンにすると、外部 ID 
フィールドが有効になり、EAP ID 要求に応じてこのフィールドの  
外部 ID が使用されます（暗号化されずに送信されます）。

デフォルト：オン

外部 ID フィールド Use anonymous outer identity チェックボックスがオンの場合、外部    
ID を入力します。外部 ID フィールドに入力する値については、   
管理者の指示または RFC 4282 に従ってください。

デフォルト：anonymous

（注） このフィールドに入力できる最大文字数は 256 文字です。
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Validate server certificate トンネルの確立に使用するサーバ証明書を検証するには、この

チェックボックスをオンにします。

Validate server certificate チェックボックスと Do not prompt user       
to authorize new servers or trusted certificate authorities チェック        
ボックスが両方ともオンになっている場合は、ホスト システムに 
インストールされている信頼済み CA（認証局）証明書のリスト 
から、1 つまたは複数の信頼済みルート CA 証明書を選択する必   
要があります。

Validate server certificate チェックボックスがオンで、Do not    
prompt user to authorize new servers or trusted certificate        
authorities チェックボックスがオフの場合は、リストが空白でも 
かまわず、ユーザは証明書を検証するように求められます。認証

が成功すると、サーバ証明書に署名するルート CA がプロファイ  
ル内で信頼済みとしてマークされます。その後、サーバの名前が

Connect to only these servers フィールドに追加されます。

デフォルト：オン

Connect to only these servers サーバから提供されたサーバ証明書と一致する必要があるオプ

ションのサーバ名を入力するには、このチェックボックスをオン

にします。サーバ名をセミコロンで区切り、複数のサーバ名を入

力することができます。サーバ証明書のサブジェクト フィールド 
（CN）またはサブジェクト代替名が、このフィールドに入力した
サーバ名と一致した場合のみ、PEAP-GTC モジュールは、プロン 
プトを表示せずに、接続の継続を許可します。

デフォルト：オフ

（注） サーバ名には、ワイルドカード文字としてアスタリスク
（*）を 使 用 で き ま す。た だ し、ア ス タ リ ス ク は
name.domain.com 形式の最初のピリオド（.）より前に指定 
す る 必 要 が あ り ま す。た と え ば、「*.cisco.com」は
「.cisco.com」で終わるすべてのサーバ名と一致します。
サーバ名のこれ以外の場所にアスタリスクを指定すると、
ワイルドカード文字として認識されません。

Trusted Root Certificate 
Authority (CA)

システムにインストールされている証明書のリストから、1 つま 
たは複数の信頼済みルート CA 証明書を選択します。ドロップダ  
ウン リストには、ホスト システムにインストールされている信頼  
済み CA 証明書しか表示されないため、使用する信頼済みルート  
CA 証明書をあらかじめインストールしておく必要があります。

選択した信頼済みルート CA 証明書の詳細を表示するには、証明  
書名をダブルクリックします。証明書名をダブルクリックすると、

Windows の証明書のプロパティ画面が表示されます。この画面で、 
証明書の詳細を確認できます。

デフォルト：None

表 3-5 PEAP-GTC の接続設定（続き）

PEAP-GTC の接続設定 説明
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User Credentials タブの PEAP-GTC 設定
PEAP-GTC モジュールでは、OTP とユーザ名 /パスワードを認証用のユーザ クレデンシャルとして   
使用できます。

ユーザは、以下のいずれかのタイプのユーザ名とパスワードを入力します。

 • 1 回限りのパスワード（OTP）— ユーザは OTP を手動で入力する必要があります。OTP の新規     
PIN モードおよびネクスト トークン モードがサポートされています。

 • Windows のユーザ名とパスワード — ネットワーク アクセス クレデンシャルとして Windows      
のユーザ名とパスワードが使用されます。ユーザは、パスワードを毎回入力するように求めら

れます。ただし、PEAP-GTC でシングル サインオン（SSO）を使用するように設定するか、パ  
スワードのキャッシュを指定した場合は、毎回入力する必要はありません。

 • 求められたユーザ クレデンシャル — ユーザは認証時にクレデンシャルを指定するよう求めら   
れます。このクレデンシャルは、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）クレデンシャル   
など、Windows のユーザ名とパスワードとは別のクレデンシャルです。

 • 保存済みユーザ クレデンシャル — PEAP-GTC 設定で入力されたユーザ クレデンシャルです。     
保存済みクレデンシャルが失敗した場合や期限切れになった場合以外、ユーザに認証時にクレ

デンシャルが求められることはありません。認証成功後にユーザが入力した新しいクレデン

シャルは、設定に自動的に保存されます。古い保存済みクレデンシャルを変更するために設定

画面に戻る必要はありません。

User Credentials タブで PEAP-GTC のユーザ クレデンシャルを設定できます（図 3-12 を参照）。

Do not prompt user to authorize 
new servers or trusted certificate 
authorities.

サーバ名が一致しない場合、またはサーバ証明書が、選択した信

頼済みルート CA 証明書のいずれでも署名されていない場合に、  
ユーザに接続の認証を求めないようにするには、このチェック

ボックスをオンにします。このチェックボックスがオンで、サー

バ証明書が信頼済みでない場合は、認証が失敗します。

デフォルト：オフ

Enable fast reconnect セッションの再開を許可するには、このチェックボックスをオン

にします。

PEAP-GTC モジュールは、迅速な再接続（セッションの再開とも 
呼ばれる）をサポートします。Enable fast reconnect をオンにする   
と、クレデンシャルを再入力することなく、ローミングすること

ができます。この機能は、複数のネットワーク アクセス サーバに  
わたって使用できます。

デフォルト：オン

（注） プロファイルを切り替えた場合、ログオフした場合、また
はリブートした場合、再接続は迅速に試行されません。再
認証が必要です。

表 3-5 PEAP-GTC の接続設定（続き）

PEAP-GTC の接続設定 説明
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図 3-12 PEAP-GTC Properties ウィンドウの User Credentials タブ

表 3-6 は、PEAP-GTC のユーザ クレデンシャル オプションとその説明を示しています。

表 3-6 PEAP-GTC のユーザ クレデンシャル オプション 

ユーザ クレデンシャル 説明

Use one-time password 1 回限りのパスワード（OTP）を使用するには、このラジオ ボタ  
ンをクリックします。このモードでは、クレデンシャルはキャッ

シュされません。サーバがクレデンシャルを要求するたびに、ク

レデンシャルの入力が求められます。

OTP の詳細は、「OTP に関する PIN モードとトークン モードの概     
要」（3-14 ページ）を参照してください。

デフォルト：オフ

Use Windows username and 
password

ネットワーク認証で、Windows のユーザ名とパスワードを 

PEAP-GTC のユーザ名とパスワードとして使用するには、このラ 
ジオ ボタンをクリックします。このモードは、ログイン画面にク 
レデンシャルが 2 セットではなく 1 セットしかない場合、つまり、    
Prompt automatically for username and password オプションをオ      
ンにしたときのシングル サインオン認証にのみ影響します。

デフォルト：オン
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Prompt automatically for 
username and password

認証を試行するたびに、Windows のユーザ名とパスワードに加え 
て、RADIUS サーバに登録されている PEAP-GTC のユーザ名とパ   
スワードを入力するようユーザに求めるには、このラジオ ボタン 
をクリックします。このオプションは、LDAP など、Windows 以  
外のパスワードをサポートしています。

デフォルト：オフ

Use saved username and 
password

ユーザが Windows にログインするたびに PEAP-GTC のユーザ名    
とパスワードを毎回入力する必要がないようにするには、このラ

ジオ ボタンをクリックします。認証は、必要に応じて、保存され 
ているユーザ名とパスワードを使用して自動的に行われます。

ユーザ名とパスワードはバックエンド サーバに登録されていま 
す。

デフォルト：オフ

このオプションを選択した場合、ユーザは次の情報を入力する必

要があります。

 • Username — 次のいずれかの形式で、ユーザ名とドメイン名を  
入力します。

－ ドメイン修飾ユーザ名 — domain¥user
－ UPN — user@domain.com

 • Password — パスワードを入力します。この暗号化されたパス  
ワードは、PEAP-GTC 設定に保存されます。

 • Confirm password — パスワードを正しく入力したことを確認   
するために、もう一度パスワードを入力します。

（注） ユーザ名とパスワードに入力できる最大文字数は 256 文  
字です。

表 3-6 PEAP-GTC のユーザ クレデンシャル オプション（続き）

ユーザ クレデンシャル 説明
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OTP に関する PIN モードとトークン モードの概要
OTP の新規 PIN モードがサポートされています。新規 PIN が必要な場合、バックエンド サーバは、      
新規 PIN が必要であることを示すために、テキスト メッセージ（「新規 PIN を入力してください」     
など）を送信します。その後、PEAP-GTC モジュールは、サーバからのテキスト メッセージを含む  
プロンプト ウィンドウを表示します（図 3-13 を参照）。バックエンド サーバは、ユーザが入力した   
新規 PIN を確認するために、PIN を 2 回入力するようユーザに求める場合があります。

図 3-13 新規 PIN の入力を求めるプロンプト ウィンドウ

OTP のネクスト トークン モードもサポートされています。ネクスト トークンが必要な場合、バッ    
クエンド サーバは、ネクスト トークンが必要であることを示すために、テキスト メッセージ（「次   
のパスコードを入力してください」など）を送信します。その後、PEAP-GTC モジュールは、サー 
バから送信されたテキスト メッセージを含むプロンプト ウィンドウを表示します（図 3-14 を参   
照）。ユーザは、OTP デバイスまたはソフトウェアからネクスト トークンを取得し、そのトークン  
をプロンプト フィールドに入力する必要があります。

図 3-14 ネクスト トークンの入力を求めるプロンプト ウィンドウ
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PEAP-GTC 認証の概要
PEAP-GTC モジュールは、Windows のログイン時、またはユーザに認証エラーや認証の失敗が通知  
された後で、サプリカントがクレデンシャルを要求するように設定されている場合、ユーザ名とパ

スワード（または OTP の PIN）を入力するようにユーザに求めます。

ユーザ パスワードが期限切れの場合、PEAP-GTC モジュールは、ユーザに、新しいパスワードを入  
力し、確認のためのにもう一度新しいパスワードを入力するように求めます。

PEAP-GTC モジュールのバージョンの確認
About タブでは、PEAP-GTC モジュールのバージョン番号、著作権情報、オープンソース ソフト   
ウェア情報を確認できます（図 3-12 を参照）。
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4
管理作業の実行

この章では、Microsoft 管理ツールを入手して、Active Directory 環境でユーザとコンピュータにワイ   
ヤレス プロファイルを配布する方法について説明します。また、EAP-FAST、LEAP、および 
PEAP-GTC の XML スキーマについても説明します。

次の項目について説明します。

 • Microsoft ツールを使用した管理作業の実行（4-2 ページ）

 • EAP-FAST XML スキーマ（4-6 ページ）

 • PEAP-GTC XML スキーマ（4-19 ページ）

 • LEAP XML スキーマ（4-26 ページ）

 • EAP モジュールのロギング（4-28 ページ）
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Microsoft ツールを使用した管理作業の実行
管理者は、Microsoft のグループ ポリシー オブジェクト エディタで Microsoft のグループ ポリシー       
オブジェクトを作成して Active Directory 環境内のユーザやコンピュータにワイヤレス プロファイ    
ルを配布するなど、各種管理作業を実行する必要があります。これらの Microsoft ソリューション  
とその機能については、このシスコのマニュアルでは扱いません。

次の項では、Microsoft ツールを使用して管理作業を実行する際に役立つ予備的な情報や参考資料に 
ついて取り上げます。

 • グループ ポリシー オブジェクトの概要（4-2 ページ）

 • グループ ポリシー オブジェクト エディタの追加（4-2 ページ）

 • Windows Vista での EAP グループ ポリシー オブジェクトの作成（4-3 ページ）

グループ ポリシー オブジェクトの概要
グループ ポリシーは、Active Directory ディレクトリ サービス環境で、ユーザおよびコンピュータ    
に対して設定を指定し管理することができるインフラストラクチャです。グループ ポリシーの設定 
は、グループ ポリシー オブジェクト（GPO）に含まれています。GPO はドメインに存在し、サイ   
ト、ドメイン、組織ユニット（OU）などの Active Directory コンテナに割り当てることができます。

GPO と GPO エディタの詳細については、次の URL にある Microsoft Windows Server TechCenter を          
参照してください。

http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/featured/gp/faq.mspx

Microsoft は、Microsoft 管理コンソール（MMC）でグループ ポリシー オブジェクト エディタを使     
用できるプログラム スナップインを提供しています。

MMC の詳細は、次の URL にある Microsoft 管理コンソールのヘルプを参照してください。

http://www.microsoft.com/technet/WindowsVista/library/ops/06e1cb7b-19c9-4c49-9db8-a941f6f593c3.mspx

グループ ポリシー オブジェクト エディタの追加
グループ ポリシー オブジェクトを設定する前に、グループ ポリシー オブジェクト エディタのス     
ナップインを追加する必要があります。スナップインを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 MMC を開きます。

a. デスクトップの左下にある Start ボタンをクリックします。

b. 検索のボックスに「mmc」と入力し、Enter キーを押します。

（注） 既存または保存済みの MMC コンソールを開くには、Windows エクスプローラでスナップイン コ    
ンソールまたはスナップイン コンソールへのショートカットを探してダブルクリックします。 
 

使用している別のコンソールから既存の MMC コンソールを開くこともできます。これを行うに  
は、File メニューをクリックし、Open をクリックします。

http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/featured/gp/faq.mspx
http://www.microsoft.com/technet/WindowsVista/library/ops/06e1cb7b-19c9-4c49-9db8-a941f6f593c3.mspx
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ステップ 2 グループ ポリシー オブジェクト エディタのスナップインを追加します。

a. File、Add/Remove Snap-in... の順にクリックします。

Add/Remove Snap-in... ダイアログ ボックスが表示されます。
b. Add or Remove Snap-ins ダイアログ ボックスで、Available snap-ins リストの Group Policy         

Object Editor を選択し、Add ボタンをクリックします。 

Select Group Policy Object ダイアログ ボックスが表示されます。
c. Select Group Policy Object ダイアログ ボックスで、Browse をクリックします。

Browse for a Group Policy Object ダイアログ ボックスが表示されます。
d. Browse for a Group Policy Object ダイアログ ボックスで、Domains/O Us タブを選択します。

e. Look in ドロップダウン リストからドメイン コントローラを選択します。

f. OK をクリックします。

g. Select Group Policy Object ダイアログ ボックスで、Finish をクリックします。

h. Add or Remove Snap-ins ダイアログ ボックスで OK をクリックします。

これで、グループ ポリシー オブジェクト エディタを使用することができます。

Windows Vista での EAP グループ ポリシー オブジェクトの作成
新しい EAP グループ ポリシー オブジェクトを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Default Domain Policy ペインで、Windows Settings、Security Settings、Wireless Network Policies の        
順に選択します。

ステップ 2 Wireless Network Policies を右クリックし、Create a New Policy を選択します。

ステップ 3 SSID、暗号化、認証方式など、ワイヤレス ネットワークのプロパティを設定します。

ステップ 4 EAP 方式を選択します。

ステップ 5 対象の EAP モジュールのプロパティを開き、設定を行います。

 • EAP-FAST — Advanced Security 画面で、マシン認証、SSO など、詳細な設定を行うことがで     
きます。マシン認証の詳細は、「EAP-FAST のマシン認証の設定」（4-4 ページ）を参照してく  
ださい。SSO の詳細は、「EAP-FAST のシングル サインオンの設定」（4-5 ページ）を参照して    
ください。

 • PEAP-GTC — Advanced Security 画面で、マシン認証、SSO など、詳細な設定を行うことがで     
きます。マシン認証の詳細は、「PEAP-GTC のマシン認証の設定」（4-5 ページ）を参照してく  
ださい。SSO の詳細は、「PEAP-GTC および LEAP のシングル サインオンの設定」（4-5 ページ）      
を参照してください。

 • LEAP — Advanced Security 画面で、SSO サプリカント設定を行うことができます。SSO の詳      
細は、「PEAP-GTC および LEAP のシングル サインオンの設定」（4-5 ページ）を参照してくだ     
さい。

（注） Wired Network Policy オブジェクトを選択することで、有線ネットワークの設定を行うこと   
ができます。
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ステップ 6 完了したら、GPO を保存します。「gpupdate /force」を実行して GPO の更新を強制することにより、    
Vista クライアントを更新できます。新しいプロファイルが Vista マシンに追加されたのが確認でき   
ます。

GPO ネットワーク プロファイルの作成後、Vista マシンでそのプロファイルを変更することはでき   
ません。

ワイヤレス ネットワーク ポリシーの General タブでは、ポリシーの名前と説明の入力、WLAN 自     
動構成サービスを有効にするかどうかの指定、ワイヤレス ネットワーク ポリシーのリストと優先  
順位の設定を行うことができます。プロファイルを XML ファイルとしてエクスポートしたり、ワ  
イヤレス プロファイルとして XML ファイルをインポートしたりすることもできます。

ポリシーの設定、プロファイルのエクスポート、プロファイルのインポートの詳細は、次のドキュ

メントを参照してください。

 • Windows Vista Wireless Networking Evaluation Guide

http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/f0b0d1fd-6dff-46a2-8e6a-bdd152d2337f1033.mspx?
mfr=true

 • Wireless Group Policy Settings for Windows Vista（Windows Vista 用ワイヤレス グループ ポリシー          
の設定）

http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/04/CableGuy/default.asp

EAP-FAST のマシン認証の設定
グループ ポリシー オブジェクトを作成するときに、Advanced Security 画面でマシン認証を有効に    
することができます。

EAPHost は、EAP-FAST モジュールに、現在の認証がマシン認証であることを通知します。

マシン認証は、次のいずれかによって実行できます。

 • マシン PAC 

 • マシン証明書 

 • マシン パスワード 

EAP-FAST モジュールは、最初に、マシン PAC を取得しようとします。マシン PAC を取得できな     
い場合、EAP-FAST モジュールはマシン証明書を取得しようとします。マシン証明書を取得できな 
い場合、EAP-FAST モジュールは Active Directory 内のマシン アカウントのマシン パスワードを取      
得しようとします。

マシンがマシン証明書またはマシン パスワードで認証されると、EAP-FAST モジュールは、以降の  
使用のために、マシン PAC のプロビジョニングを要求します。マシン証明書もマシン パスワード   
も取得できない場合、EAP-FAST モジュールは、ユーザがログインした後、次回のユーザ認証成功 
時に、マシン PAC を要求します。既存のマシン PAC が無効か、期限切れの場合、EAP-FAST モ     
ジュールはこのプロセスを使用して新しいマシン PAC を要求します。

マシン認証は Windows 802.1X サプリカントで統合およびサポートされているため、EAP-FAST モ    
ジュールが担当するのは、ネットワークへのアクセス権を取得するための認証のみとなります。マ

シン認証をサポートするためのその他のネットワーク管理（DHCP、マシンレベルの GPO、その他 
の関連するネットワーク サービスなど）は、オペレーティング システムと 802.1X サプリカントの    
担当になります。

http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/f0b0d1fd-6dff-46a2-8e6a-bdd152d2337f1033.mspx?mfr=true
http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/04/CableGuy/default.aspx
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EAP-FAST のシングル サインオンの設定
SSO は、以下のように、Microsoft Windows Vista でサポートされます。

 • Windows ユーザ クレデンシャルは、EAPHost インターフェイスを通じて EAP-FAST モジュー     
ルに渡されます。EAP-FAST モジュールが、ネットワーク認証で Windows ユーザ クレデンシャ    
ルを使用するように設定されており、かつ、ネットワーク プロファイルが、シングル サイン  
オンを実行するように設定されている場合、システムはユーザに追加のクレデンシャルを求め

ません。

 • Windows 以外のネットワーク クレデンシャルは、Microsoft Windows Vista のログオン プロセス      
で収集されます。EAP-FAST モジュールは、ユーザにこれらのネットワーク クレデンシャルを  
求めるよう、ログオン モジュールに要求します。

 • 必要に応じて、EAP-FAST モジュールは、ユーザが Microsoft Windows Vista にログインする前     
に、ユーザに追加のネットワーク クレデンシャルを求めることができます。

ネットワーク クレデンシャルが設定に保存されている場合、EAP-FAST モジュールは、ユーザが  
Microsoft Windows Vista にログインする前に、これらのクレデンシャルにアクセスすることができ   
ます。

PEAP-GTC のマシン認証の設定
PEAP-GTC モジュールは、マシン パスワードを使用する場合に限り、マシン認証をサポートしま  
す。PEAP-GTC モジュールは、Microsoft のローカル セキュリティ機関（LSA）API 経由で Windows     
からマシン パスワードを取得します。この場合、ユーザはパスワードの入力を求められません。

マシン認証は、サプリカントで有効になり、設定されます。

PEAP-GTC および LEAP のシングル サインオンの設定
PEAP-GTC モジュールと LEAP モジュールでは、Microsoft Windows Vista により、次のようにシン      
グル サインオン（SSO）がサポートされます。

 • Windows ユーザ クレデンシャルは、EAPHost インターフェイスを通じてモジュールに渡されま   
す。モジュールが、ネットワーク認証で Windows ユーザ クレデンシャルを使用するように設   
定されており、かつ、ネットワーク プロファイルが、シングル サインオンを実行するように  
設定されている場合、システムはユーザに追加のクレデンシャルを求めません。

 • Windows 以外のネットワーク クレデンシャルは、Microsoft Windows Vista のログオン プロセス      
で収集されます。モジュールは、ユーザにこれらのネットワーク クレデンシャルを求めるよ 
う、ログオン モジュールに要求します。

 • Windows 802.1X サプリカントは、グループ ポリシー プロセスを処理し、それが Window のロ      
グイン プロセスと同期され、実行されるようにします。

 • 必要に応じて、モジュールは、ユーザが Microsoft Windows Vista にログインする前に、ユーザ    
に追加のネットワーク クレデンシャルを求めることができます。

 • ネットワーク クレデンシャルが設定に保存されている場合、モジュールは、ユーザが Microsoft  
Windows Vista にログインする前に、これらのクレデンシャルにアクセスすることができます。
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EAP-FAST XML スキーマ
EAP-FAST モジュールは、次のスキーマを使用することで、ネットワーク プロファイルのネイティ  
ブ EAP 方式セクションのすべての設定を XML として保存します。

<?xml version="1.0"?>

<!--

*******************************************************************************

                           Cisco EAP-FAST スキーマ             (1.0.40)          

Copyright 2006-2007, Cisco Systems, Inc.                   All rights reserved.

*******************************************************************************

-->

<xs:schema

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

  xmlns="http://www.cisco.com/CCX"

  targetNamespace="http://www.cisco.com/CCX"

  elementFormDefault="qualified"

  attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:element name="eapFast" type="EapFast"/>

  <xs:complexType name="EapFast">

    <xs:complexContent>

      <xs:extension base="TunnelMethods">

        <xs:sequence>

          <xs:choice>

            <xs:element name="usePac">

              <xs:complexType>

                <xs:sequence>

                  <xs:element name="allowUnauthPacProvisioning" type="xs:boolean" default="true">

                    <xs:annotation>

                      <xs:documentation> 認証されていないサーバからの PAC を受け入れます。          
</xs:documentation>

                    </xs:annotation>
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                  </xs:element>

                  <xs:element name="autoGrouping" type="xs:boolean" default="true">

                    <xs:annotation>

                      <xs:documentation>   

aid グループは、すべて等しく信頼されている A-ID のセットです。グループ内の A-ID はどれでも     
使用できます。自動グループ化とは、信頼されていない A-ID がエンドユーザによって受け入れら  
れた場合に、その A-ID が、そのプロファイルですでに信頼されている A-ID と一緒にグループ化さ    
れること、つまり、ユーザのアクションに基づいて、A-ID グループを自動的に作成および拡張す 
ることを意味します。A-ID グループの利点は、プロファイルで最初に信頼されている A-ID(1) があ   
り、その後、そのプロファイルの使用時にエンドユーザが新しい A-ID(2) の使用を許可した場合に、  
再度エンドユーザに尋ねることなく、A-ID(2) が自動的に受け入れられることです。 
</xs:documentation>

                    </xs:annotation>

                  </xs:element>

                  <xs:element name="userValidatesServerIdFromUnauthProv" type="xs:boolean" default="true">

                    <xs:annotation>

                      <xs:documentation>  

true の場合、クライアントが認証されていないプロビジョニングを実行する前に、ユーザに、認証
されていないプロビジョニングを許可するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

</xs:documentation>

                    </xs:annotation>

                  </xs:element>

                  <xs:element name="unauthProvAllowedTilPacReceived" type="xs:boolean" default="false">

                    <xs:annotation>

                      <xs:documentation>true の場合、認証されていないプロビジョニングが成功し、PAC が
取得されるまで、認証されていないプロビジョニングの実行が許可され、その後、認証されてい

るプロビジョニングのみが許可されるようになります。</xs:documentation>

                    </xs:annotation>

                  </xs:element>

                  <xs:choice>

                    <xs:element name="validateWithSpecificPacs" type="ValidateWithSpecificPacs">

                      <xs:annotation>

                        <xs:documentation>これは、この要素で参照されている PAC（およびこのプロファイ
ルの使用時にこのプロファイルに自動的にプロビジョニングされた PAC）のみを検証で使用する
ことを示します。</xs:documentation>

                      </xs:annotation>

                    </xs:element>

                  </xs:choice>

                </xs:sequence>
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              </xs:complexType>

            </xs:element>

            <xs:element name="doNotUsePac" type="Empty">

              <xs:annotation>

                <xs:documentation>認証で PAC を使用しません。</xs:documentation>

              </xs:annotation>

            </xs:element>

          </xs:choice>

          <xs:element name="enablePosture" type="xs:boolean" default="false">

            <xs:annotation>

              <xs:documentation>ポスチャ情報の処理を許可します。</xs:documentation>

            </xs:annotation>

          </xs:element>

          <xs:element name="authMethods">

            <xs:complexType>

              <xs:choice>

                <xs:element name="builtinMethods">

                  <xs:complexType>

                    <xs:choice>

                      <xs:element name="authenticateWithPassword">

                        <xs:complexType>

                          <xs:sequence>

                            <xs:element name="protectedIdentityPattern" type="IdentityPattern" minOccurs="0">

                              <xs:annotation>

                                <xs:documentation>形式の規則は unprotectedIdentityPattern と同じです。通常のパ
ターンは [username]@[domain] です。パスワードのソースがこのプロファイルの場合は、ユーザ名
として送信する実際の文字列になります。</xs:documentation>

                              </xs:annotation>

                            </xs:element>

                            <xs:element name="passwordSource" type="PasswordSource"/>

                            <xs:element name="methods">

                              <xs:annotation>

                                <xs:documentation>少なくとも 1 つの子要素が必要です。</xs:documentation>

                              </xs:annotation>

                              <xs:complexType>
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                                <xs:all>

                                  <xs:element name="eapMschapv2" type="Empty" minOccurs="0"/>

                                  <xs:element name="eapGtc" type="Empty" minOccurs="0"/>

                                </xs:all>

                              </xs:complexType>

                            </xs:element>

                          </xs:sequence>

                        </xs:complexType>

                      </xs:element>

                      <xs:element name="authenticateWithToken">

                        <xs:complexType>

                          <xs:sequence>

                            <xs:element name="protectedIdentityPattern" type="IdentityPattern" minOccurs="0">

                              <xs:annotation>

                                <xs:documentation>形式の規則は unprotectedIdentityPattern と同じです。通常のパ
ターンは [username]@[domain] です。</xs:documentation>

                              </xs:annotation>

                            </xs:element>

                            <xs:element name="tokenSource" type="TokenSource"/>

                            <xs:element name="methods">

                              <xs:complexType>

                                <xs:all>

                                  <xs:element name="eapGtc" type="Empty"/>

                                </xs:all>

                              </xs:complexType>

                            </xs:element>

                          </xs:sequence>

                        </xs:complexType>

                      </xs:element>

                      <xs:element name="authenticateWithCertificate">

                        <xs:complexType>

                          <xs:sequence>

                            <xs:element name="protectedIdentityPattern" type="IdentityPattern" minOccurs="0">

                              <xs:annotation>
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                                <xs:documentation>形式の規則は unprotectedIdentityPattern と同じです。通常のパ
ターンは [username]@[domain] です。</xs:documentation>

                              </xs:annotation>

                            </xs:element>

                            <xs:element name="certificateSource" type="CertificateSource"/>

                            <xs:choice>

                              <xs:element name="doNotUseInnerMethod">

                                <xs:complexType>

                                  <xs:choice>

                                    <xs:element name="sendWheneverRequested" type="Empty"/>

                                    <xs:element name="sendSecurelyOnly" type="Empty"/>

                                  </xs:choice>

                                </xs:complexType>

                              </xs:element>

                              <xs:element name="sendViaInnerMethod">

                                <xs:complexType>

                                  <xs:all>

                                    <xs:element name="eapTls" type="Empty"/>

                                  </xs:all>

                                </xs:complexType>

                              </xs:element>

                            </xs:choice>

                          </xs:sequence>

                        </xs:complexType>

                      </xs:element>

                    </xs:choice>

                  </xs:complexType>

                </xs:element>

                <xs:element name="extendedInnerMethods" type="ExtendedInnerEapMethod" 
maxOccurs="unbounded"/>

              </xs:choice>

            </xs:complexType>

          </xs:element>

        </xs:sequence>

      </xs:extension>
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    </xs:complexContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="IdentityPattern">

    <xs:simpleContent>

      <xs:extension base="NonEmptyString">

        <xs:attribute name="encryptContent" type="xs:boolean" use="optional" default="true">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>デフォルトは 'true' です。これは、この要素を暗号化する必要があること
を後処理ツールに示しています。</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:attribute>

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="PasswordFromProfile">

    <xs:simpleContent>

      <xs:extension base="xs:string">

        <xs:attribute name="encryptContent" type="xs:boolean" use="optional" default="true">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>デフォルトは 'true' です。これは、この要素を暗号化する必要があること
を後処理ツールに示しています。</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:attribute>

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="PasswordSource">

    <xs:choice>

      <xs:element name="passwordFromLogon" type="Empty"/>

      <xs:element name="passwordFromUser" type="Empty"/>

      <xs:element name="passwordFromProfile" type="PasswordFromProfile"/>

    </xs:choice>
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  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="TokenSource">

    <xs:choice>

      <xs:element name="passwordFromOtherToken" type="Empty">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>これにより、トークンから ID と OTP を取得するためのプロンプトがユー
ザに表示されます。</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="CertificateSource">

    <xs:choice>

      <xs:element name="certificateFromUser" type="Empty">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>

認証時に使用するクライアント証明書は、表示されたリストからエンドユーザが選択したもので

す。</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:element name="certificateFromLogon" type="Empty">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>認証時に使用するクライアント証明書は、Windows へのログオンでエンド
ユーザが使用したものです。</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:element name="certificateFromProfile" type="ClientCertificate">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>認証時に使用するクライアントのユーザ証明書が、ここに示されます。
</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>
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  <xs:complexType name="ExtendedInnerEapMethod">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="methodName" type="xs:string"/>

      <xs:element name="methodEapId" type="xs:unsignedInt"/>

      <xs:element name="vendorId" type="xs:integer" default="0"/>

      <xs:element name="AuthorName" type="xs:string"/>

      <xs:element name="AuthorId" type="xs:unsignedInt"/>

      <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="TunnelMethods">

    <xs:sequence>

      <xs:choice>

        <xs:element name="validateServerCertificate" type="serverCertificateValidationParameters"/>

        <xs:element name="doNotValidateServerCertificate" type="Empty"/>

      </xs:choice>

      <xs:element name="unprotectedIdentityPattern" type="IdentityPattern" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>[username] および [domain]、またはそのどちらかのプレースホルダが使用            
される場合：認証でクライアント証明書が使用される場合、プレースホルダの値はクライアント証

明書の CN フィールドから取得されます。クレデンシャルがエンドユーザから取得される場合、プ  
レースホルダの値はユーザが入力した情報から取得されます。クレデンシャルがオペレーティング

システムから取得される場合、プレースホルダの値はログオン情報から取得されます。通常のパ

ターン：anonymous@[domain]（トンネルされた方式の場合）または [username]@[domain]（トンネ 
ルされていない方式の場合）。クレデンシャルのソースがこのプロファイルの場合は、ユーザ名と

して送信する実際の文字列になります（プレースホルダなし）。</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:choice>

        <xs:element name="enableFastReconnect">

          <xs:complexType>

            <xs:complexContent>

              <xs:extension base="Empty">

                <xs:choice>

                  <xs:element name="alwaysAttempt" type="Empty"/>
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                </xs:choice>

              </xs:extension>

            </xs:complexContent>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="disableFastReconnect" type="Empty"/>

      </xs:choice>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ClientCertificate">

    <xs:choice>

      <xs:element name="certificateId" type="CertificateIdentifier">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>これは、OS にあらかじめ保存されている証明書への参照です。
</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="CertificateContainer">

    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

      <xs:element name="certificateId" type="CertificateIdentifier">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>これは、OS にあらかじめ保存されている証明書への参照です。
</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="CertificateIdentifier">

    <xs:simpleContent>

      <xs:annotation>
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        <xs:documentation>X509 形式のバイナリ証明書全体にわたる SHA 1 のハッシュ値。マシンの信            
頼済み CA のグローバル リストで証明書を一意に識別します（Windows の OS で管理されるスト      
ア）。</xs:documentation>

      </xs:annotation>

      <xs:extension base="NonEmptyString">

        <xs:attribute name="reference" type="xs:boolean">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>true は、要素値が PEM 形式の証明書へのファイル参照であることを示し               
ます。後処理ツールが、その証明書ファイルを取得し、ハッシュ値に変換し、certificateId 要素に値 
を投入し、これがその証明書にわたる SHA1 のハッシュ値であることを示すために、参照を false に    
設定します。</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:attribute>

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="Empty"/>

  <xs:simpleType name="NonEmptyString">

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:minLength value="1"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="ServerRuleFormat">

    <xs:simpleContent>

      <xs:extension base="NonEmptyString">

        <xs:attribute name="match" use="required">

          <xs:simpleType>

            <xs:restriction base="xs:string">

              <xs:enumeration value="exactly"/>

              <xs:enumeration value="endsWith"/>

            </xs:restriction>

          </xs:simpleType>

        </xs:attribute>



第 4章      管理作業の実行      
EAP-FAST XML スキーマ

4-16
Cisco Aironet 802. 11a/b/g ワイヤレス LAN クライアント アダプタ（CB21AG および PI21AG）Windows Vista 用インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-16534-01-J

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ServerValidationRules">

    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>

ユーザがサーバを信頼できる場合のみのオプションです。サーバ検証ルールを持たないプロファイ

ルの開始が許可されると、ユーザが信頼されていないサーバを検証するときに、検証プロセスに

よってそのサーバ名が検証されます。</xs:documentation>

      </xs:annotation>

      <xs:element name="matchSubjectAlternativeName" type="ServerRuleFormat">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>DNSName：通常は、完全修飾ドメイン名（FQDN）の形式になります。
</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:element name="matchSubject" type="ServerRuleFormat">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>サブジェクト：CN（共通名）- 通常は、単純な ASCII 文字列です。または、
サブジェクト：DN（ドメイン名）- 一連の DC (ドメイン コンポーネント）属性で構成されます。
</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="serverCertificateValidationParameters">

    <xs:sequence>

      <xs:choice>

        <xs:element name="serverNameValidationRules" type="ServerValidationRules"/>

        <xs:element name="anyServerName" type="Empty">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>証明書内のサーバ名はテストされません。</xs:documentation>

          </xs:annotation>
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        </xs:element>

      </xs:choice>

      <xs:choice>

        <xs:element name="validateChainWithSpecificCa">

          <xs:complexType>

            <xs:complexContent>

              <xs:extension base="CertificateContainer"/>

            </xs:complexContent>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="validateChainWithAnyCaFromOs" type="Empty">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>グローバル CA 証明書ストアの CA 証明書で終わっている場合、その証明
書チェーンは信頼されます。</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:element>

      </xs:choice>

      <xs:element name="userValidatesUntrustedServerCertificate" type="xs:boolean">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>サーバ証明書の検証に失敗した場合、true に設定されていると、エンドユー           
ザはサーバを検証するように求められます。検証すると、適切な trustedCaCerts およびサーバ名  
フィールドが記憶され、次回から自動的に信頼されるようになります。</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ValidateWithSpecificPacs">

    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>これはオプションです。これにより、エンジンでサーバ PAC を検証する必          
要があるが、PAC が、プロファイル内のこの場所で静的に定義されるのではなく、エンドユーザの 
アクションまたは認証されていないプロビジョニングによって動的に追加されるということをプ

ロファイルで示すことができます。</xs:documentation>

      </xs:annotation>

      <xs:element name="trustPacFromGlobalPacStoreWithThisId" type="xs:string">

        <xs:annotation>
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          <xs:documentation> 

 PAC 用のグローバル ストア（プロファイルごとのストアではない）が存在する場合に使用されま
す。</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

</xs:schema>
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PEAP-GTC XML スキーマ
PEAP-GTC モジュールは、次のスキーマを使用することで、ネットワーク プロファイルのネイティ  
ブ EAP 方式セクションのすべての設定を XML として保存します。

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

  xmlns="http://www.cisco.com/CCX"

  targetNamespace="http://www.cisco.com/CCX"

  elementFormDefault="qualified"

  attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:element name="eapPeap" type="EapPeap"/>

  <xs:complexType name="EapPeap">

    <xs:complexContent>

      <xs:extension base="TunnelMethods">

        <xs:sequence>

          <xs:element name="authMethods">

            <xs:complexType>

              <xs:choice>

                <xs:element name="builtinMethods">

                  <xs:complexType>

                    <xs:choice>

                      <xs:element name="authenticateWithPassword">

                        <xs:complexType>

                          <xs:sequence>

                            <xs:element name="protectedIdentityPattern" type="IdentityPattern" minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="passwordSource" type="PasswordSource"/>

                            <xs:element name="methods">

                              <xs:complexType>

                                <xs:all>

                                  <xs:element name="eapGtc" type="Empty" minOccurs="0"/>

                                </xs:all>
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                              </xs:complexType>

                            </xs:element>

                          </xs:sequence>

                        </xs:complexType>

                      </xs:element>

                      <xs:element name="authenticateWithToken">

                        <xs:complexType>

                          <xs:sequence>

                            <xs:element name="protectedIdentityPattern" type="IdentityPattern" minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="tokenSource" type="TokenSource"/>

                            <xs:element name="methods">

                              <xs:complexType>

                                <xs:all>

                                  <xs:element name="eapGtc" type="Empty"/>

                                </xs:all>

                              </xs:complexType>

                            </xs:element>

                          </xs:sequence>

                        </xs:complexType>

                      </xs:element>

                    </xs:choice>

                  </xs:complexType>

                </xs:element>

              </xs:choice>

            </xs:complexType>

          </xs:element>

        </xs:sequence>

      </xs:extension>

    </xs:complexContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="IdentityPattern">

    <xs:simpleContent>

      <xs:extension base="NonEmptyString">

        <xs:attribute name="encryptContent" type="xs:boolean" use="optional" default="true">
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          <xs:annotation>

            <xs:documentation>これは 'true' の場合のデフォルトです。要素が（XML セキュリティ エン
ベロープ内で）まだ暗号化されていない場合に、この要素を暗号化する後処理ツールを示します。

</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:attribute>

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="PasswordFromProfile">

    <xs:simpleContent>

      <xs:extension base="xs:string">

        <xs:attribute name="encryptContent" type="xs:boolean" use="optional" default="true">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>これは 'true' の場合のデフォルトです。要素が（XML セキュリティ エン
ベロープ内で）まだ暗号化されていない場合に、この要素を暗号化する後処理ツールを示します。

</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:attribute>

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="PasswordSource">

    <xs:choice>

      <xs:element name="passwordFromLogon" type="Empty"/>

      <xs:element name="passwordFromUser" type="Empty"/>

      <xs:element name="passwordFromProfile" type="PasswordFromProfile"/>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="TokenSource">

    <xs:choice>

      <xs:element name="passwordFromOtherToken" type="Empty">

        <xs:annotation>
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          <xs:documentation>これにより、トークンから ID と OTP を取得するためのプロンプトがユー
ザに表示されます。</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="TunnelMethods">

    <xs:sequence>

      <xs:choice>

        <xs:element name="validateServerCertificate" type="serverCertificateValidationParameters"/>

        <xs:element name="doNotValidateServerCertificate" type="Empty"/>

      </xs:choice>

      <xs:element name="unprotectedIdentityPattern" type="IdentityPattern" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>[username] および [domain]、またはそのどちらかのプレースホルダが使用            
される場合：認証でクライアント証明書が使用される場合、プレースホルダの値はクライアント証

明書の CN フィールドから取得されます。クレデンシャルがエンドユーザから取得される場合、プ  
レースホルダの値はユーザが入力した情報から取得されます。クレデンシャルがオペレーティング

システムから取得される場合、プレースホルダの値はログオン情報から取得されます。 

</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

      <xs:choice>

        <xs:element name="enableFastReconnect">

          <xs:complexType>

            <xs:complexContent>

              <xs:extension base="Empty">

                <xs:choice>

                  <xs:element name="alwaysAttempt" type="Empty"/>

                </xs:choice>

              </xs:extension>

            </xs:complexContent>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="disableFastReconnect" type="Empty"/>

      </xs:choice>
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    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="CertificateContainer">

    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

      <xs:element name="certificateId" type="CertificateIdentifier"/>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="CertificateIdentifier">

    <xs:simpleContent>

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>X509 形式のバイナリ証明書全体にわたる SHA 1 のハッシュ値。マシンの信            
頼済み CA のグローバル リストで証明書を一意に識別します（Windows の OS で管理されるスト      
ア）。</xs:documentation>

      </xs:annotation>

      <xs:extension base="NonEmptyString">

        <xs:attribute name="reference" type="xs:boolean">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>true は、これが PEM 形式の証明書へのファイル参照であることを示しま               
す。false は、これがその証明書にわたる SHA1 のハッシュ値であることを示します。このため、管   
理者はハッシュの検索、切り取り、貼り付けを行う必要はありません。ファイルを指定するだけで、

後処理ツールがファイルをハッシュに変換します。</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:attribute>

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="Empty"/>

  <xs:simpleType name="NonEmptyString">

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:minLength value="1"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>
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  <xs:complexType name="ServerRuleFormat">

    <xs:simpleContent>

      <xs:extension base="NonEmptyString">

        <xs:attribute name="match" use="required">

          <xs:simpleType>

            <xs:restriction base="xs:string">

              <xs:enumeration value="exactly"/>

              <xs:enumeration value="endsWith"/>

            </xs:restriction>

          </xs:simpleType>

        </xs:attribute>

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ServerValidationRules">

    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

      <xs:annotation>

        <xs:documentation>

これはオプションです。Vista 製品により、サーバ検証ルールを持たないプロファイルの開始が許 
可されると、ユーザが信頼されていないサーバを検証するときに、検証プロセスによってそのサー

バ名が検証されます。</xs:documentation>

      </xs:annotation>

      <xs:element name="matchSubjectAlternativeName" type="ServerRuleFormat"/>

      <xs:element name="matchSubject" type="ServerRuleFormat"/>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="serverCertificateValidationParameters">

    <xs:sequence>

      <xs:choice>

        <xs:element name="serverNameValidationRules" type="ServerValidationRules"/>

        <xs:element name="anyServerName" type="Empty">

          <xs:annotation>
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            <xs:documentation>証明書内のサーバ名はテストされません。</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:element>

      </xs:choice>

      <xs:choice>

        <xs:element name="validateChainWithSpecificCa">

          <xs:complexType>

            <xs:complexContent>

              <xs:extension base="CertificateContainer"/>

            </xs:complexContent>

          </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="validateChainWithAnyCaFromOs" type="Empty">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>グローバル CA 証明書ストアの CA 証明書で終わっている場合、その証明
書チェーンは信頼されます。</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:element>

      </xs:choice>

      <xs:element name="userValidatesUntrustedServerCertificate" type="xs:boolean">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>サーバ証明書の検証に失敗した場合、true に設定されていると、エンドユー           
ザはサーバを検証するように求められます。検証すると、適切な trustedCaCerts およびサーバ名  
フィールドが記憶され、次回から自動的に信頼されるようになります。</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>

    </xs:sequence>

 </xs:complexType>

</xs:schema>
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LEAP XML スキーマ
LEAP モジュールは、次のスキーマを使用することで、ネットワーク プロファイルのネイティブ  
EAP 方式セクションのすべての設定を XML として保存します。

<?xml version="1.0"?>

<xs:schema

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

  xmlns="http://www.cisco.com/CCX"

  targetNamespace="http://www.cisco.com/CCX"

  elementFormDefault="qualified"

  attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:element name="eapLeap" type="EapLeap"/>

  <xs:complexType name="EapLeap">

    <xs:complexContent>

      <xs:extension base="PasswordMethods"/>

    </xs:complexContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="IdentityPattern">

    <xs:simpleContent>

      <xs:extension base="NonEmptyString">

        <xs:attribute name="encryptContent" type="xs:boolean" use="optional" default="true">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>これは 'true' の場合のデフォルトです。要素が（XML セキュリティ エン
ベロープ内で）まだ暗号化されていない場合に、この要素を暗号化する後処理ツールを示します。

</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:attribute>

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>
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  <xs:complexType name="PasswordFromProfile">

    <xs:simpleContent>

      <xs:extension base="xs:string">

        <xs:attribute name="encryptContent" type="xs:boolean" use="optional" default="true">

          <xs:annotation>

            <xs:documentation>これは 'true' の場合のデフォルトです。要素が（XML セキュリティ エン
ベロープ内で）まだ暗号化されていない場合に、この要素を暗号化する後処理ツールを示します。

</xs:documentation>

          </xs:annotation>

        </xs:attribute>

      </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="PasswordSource">

    <xs:choice>

      <xs:element name="passwordFromLogon" type="Empty"/>

      <xs:element name="passwordFromUser" type="Empty"/>

      <xs:element name="passwordFromProfile" type="PasswordFromProfile"/>

    </xs:choice>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="PasswordMethods">

    <xs:sequence>

      <xs:element name="unprotectedIdentityPattern" type="IdentityPattern" minOccurs="0"/>

      <xs:element name="passwordSource" type="PasswordSource"/>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="Empty"/>

  <xs:simpleType name="NonEmptyString">

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:minLength value="1"/>

    </xs:restriction>
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  </xs:simpleType>

</xs:schema>

EAP モジュールのロギング
トラブルシューティングに役立つログを生成するために、EAP-FAST、LEAP、PEAP-GTC モジュー 
ルは、Windows イベント ログ サービスを使用します。ログには、イベントのタイプ、イベントの   
発生場所、イベントの影響を受けた機能、イベントの発生日時などの情報が記録されます。

次の項で、ロギングの詳細について説明します。

 • ロギングの設定と開始（4-28 ページ）

 • ロギングの無効化と内部バッファのフラッシュ（4-29 ページ）

 • ログ ファイルの場所（4-30 ページ）

ロギングの設定と開始

管理者のコマンド プロンプトにアクセスし、ロギングを設定および開始するには、次の手順を実行 
します。

ステップ 1 Start、All Programs、Accessories の順にクリックします。

ステップ 2 Command Prompt を右クリックし、Run as administrator を選択します。

ステップ 3 プロンプトで、次のコマンドを入力し、ロギングを設定および開始します。

 • EAP-FAST の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-FAST/Debug /e:true /k:category_mask /l:log_level

 • PEAP-GTC の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-PEAP/Debug /e:true /k:category_mask /l:log_level

 • LEAP の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-LEAP/Debug /e:true /k:category_mask /l:log_level
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シンタックスの説明

（注） ロギングが終了する前に、ロギングを実行しているデバイスをシャットダウンする必要がある場

合、ロギングはリブート後に再開されます。ただし、ロギングが自動または手動で開始されると、

ログはクリアされます。

ロギングの無効化と内部バッファのフラッシュ

必要な情報を収集した後、次のコマンドを使用すると、ロギングを停止し、すべての内部バッファ

をフラッシュすることができます。

 • EAP-FAST の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-FAST/Debug /e:false

 • PEAP-GTC の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-PEAP/Debug /e:false

 • LEAP の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-LEAP/Debug /e:false

（注） .etl ファイルを分析するには、このコマンドを入力する必要があります。

category_mask 有効にするロギングのカテゴリのビットマスク。有効な値は次のとおりです。

 • 0 — すべてのカテゴリをロギングします。

 • 1 — 次の 2 つのカテゴリに該当しないすべてのメッセージをロギングし    
ます。

 • 2 — 詳細ログ レベルでのみ、戻りコードとともに、機能のエントリ ポイ    
ントおよびエグジット ポイントのフローをロギングします。

 • 4 — 詳細ログ レベルでのみ、パケット ダンプをロギングします。

デフォルト値は 0 です。
log_level 有効にするロギングのレベル。有効な値は次のとおりです。

 • 0 — すべてのログ レベル

 • 1 — 重大

 • 2 — エラー

 • 3 — 警告

 • 4 — 情報

 • 5 — 詳細

デフォルト値は 0 です。
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ログ ファイルの場所
デフォルトでは、分析とデバッグに使用できる .etl ファイルは次の場所に作成されます。

C:¥Windows¥System32¥Winevt¥Logs¥Cisco-EAP-FAST%4Debug.etl

この場所を変更する場合は、管理者のコマンド プロンプトで次のコマンドを入力します。

 • EAP-FAST の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-FAST/Debug /lfn:"path_to_etl_log_file"

 • PEAP-GTC の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-PEAP/Debug /lfn:"path_to_etl_log_file"

 • LEAP の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-LEAP/Debug /lfn:"path_to_etl_log_file"

（注） ログ ファイルへのパスを変更するコマンドは、ロギングの実行中に入力しないでください。

また、ロギングを開始するときに、.etl ファイルへのパスを変更することもできます。.etl ファイル  
の場所を指定してロギングを開始するには、管理者のコマンド プロンプトで次のコマンドを入力し 
ます。

 • EAP-FAST の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-FAST/Debug /e:true /lfn:"path_to_etl_log_file"

 • PEAP-GTC の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-PEAP/Debug /e:true /lfn:"path_to_etl_log_file"

 • LEAP の場合
wevtutil sl Cisco-EAP-LEAP/Debug /e:true /lfn:"path_to_etl_log_file"
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5
慣例手順

この章では、クライアント アダプタに関連する一般的なタスクの手順について説明します。

この章では、次の項目について説明します。

 • クライアント アダプタの取り出し（5-2 ページ）

 • クライアント アダプタ ソフトウェアのアップグレード（5-3 ページ）
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クライアント アダプタの取り出し
CardBus PC カードまたは PCI カードをコンピューティング デバイスから取り出す必要がある場合     
は、以降のいずれかの手順を実行してください。

注意 これらの手順、およびこれらの手順で説明する物理的な接続は、一般に、従来型 CardBus スロット  
と PCI 拡張スロットに適用されます。カスタム機器や従来型でない機器については、CardBus ス   
ロットと PCI 拡張スロットで構成が異なる場合があるので注意してください。

CardBus PC カードの取り出し
正常に取り付けおよび設定が終了している CardBus PC カードを取り出すには（ラップトップを搬   
送する場合など）、コンピュータを完全にシャットダウンし、CardBus スロットからカードをまっす 
ぐ引き抜きます。カードを再び挿入し、コンピュータをリブートする場合は、ネットワークとの接

続を再確立する必要があります。

（注） CardBus PC カードを取り外した後にコンピュータをシャットダウンしない場合は、Windows シス   
テム トレイの Safely Remove Hardware アイコンをダブルクリックし、取り外す Cisco Aironet クラ        
イアント アダプタをハードウェア デバイスで選択し、Stop、OK の順にクリックして、開いてい   
る各ウィンドウを閉じます。カードをカード スロットからまっすぐ引き抜きます。

PCI カードの取り出し
PCI クライアント アダプタは、携帯用として設計されていないデスクトップ コンピュータの内部に   
取り付けてあるため、よほどの理由がない限りアダプタを取り出さないようにしてください。PCI
カードを取り出す必要が生じた場合は、次の手順に従ってください。

ステップ 1 コンピュータを完全にシャットダウンします。

ステップ 2 PC のケースを取り外します。

ステップ 3 CPU バック パネルの表面からネジを外します。CPU バック パネルはクライアント アダプタが挿入     
された PCI 拡張スロットの上部にあります。

ステップ 4 アンテナをベースから取り外します。

ステップ 5 クライアント アダプタを強く引き上げてスロットから外し、慎重にアダプタを傾けて、アンテナを 
スロットに近い開口部をとおして抜き取ります。

ステップ 6 CPU バック パネルのネジをもう一度取り付けて、コンピュータのケースを元に戻します。
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クライアント アダプタ ソフトウェアのアップグレード

（注） ソフトウェアをアップグレードする前に、クライアント アダプタが正しく挿入されていることを 
確認してください。

Cisco Aironet CB21AG または PI21AG クライアント アダプタ ソフトウェアをより新しいリリースに       
アップグレードして、最後のインストール時に選択した設定を維持する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 必要なソフトウェア リリースを入手します。Cisco.com からソフトウェアを入手する方法について  
は、第 1 章「製品の概要および設置」の「クライアント アダプタ ソフトウェアの入手方法」を参    
照してください。

ステップ 2 クライアント アダプタが挿入されたデバイスに保存したソフトウェア ファイル 
WinClient-802.11a-b-g-Vista-Ins-Wizard-vxx.exe をダブルクリックします。ソフトウェア ファイル
を実行するかどうかを確認するウィンドウが表示されます。

ステップ 3 Run をクリックします。Cisco Aironet Installation Program - InstallShield Wizard ウィンドウが表示さ        
れます（図 5-1 を参照）。

図 5-1 Cisco Aironet Installation Program - Installation Wizard Preparing Setup ウィンドウ
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ステップ 4 準備シーケンスを実行します。準備シーケンスが終了すると、Cisco Aironet Installation Program の    
Previous installation detected ウィンドウが表示されます（図 5-2 を参照）。

図 5-2 Cisco Aironet Installation Program の Previous installation detected ウィンドウ

ステップ 5 Update the previous installation をクリックします。

（注） Uninstall the previous installation をクリックすると、前にインストールされたソフトウェア    
を完全に削除するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。前にインス

トールされたソフトウェアをアップデートせずに削除する場合は、設定済みのすべてのワ

イヤレス プロファイルを削除します。

ステップ 6 Next をクリックします。Cisco Aironet Installation Program の Setup Status ウィンドウが表示されます        
（図 5-3 を参照）。
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図 5-3 Cisco Aironet Installation Program の Setup Status ウィンドウ

ステップ 7 ソフトウェアのインストールを実行します。インストールが終了すると、Cisco Aironet Installation  
Program の InstallShield Wizard Complete ウィンドウが表示されます（図 5-4 を参照）。

図 5-4 Cisco Aironet Installation Program の InstallShield Wizard Complete ウィンドウ
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ステップ 8 Finish をクリックします。
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6
トラブルシューティングおよび診断

この章では、クライアント アダプタの操作時に発生する可能性のある問題の診断方法について説明 
します。

この章では、次の項目について説明します。

 • Cisco Aironet Client Diagnostics によるトラブルシューティング（6-2 ページ）

 • クライアント レポートの有効化（6-7 ページ）
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Cisco Aironet Client Diagnostics によるトラブルシューティング
Cisco Aironet Client Diagnostics は、クライアント アダプタと無線 LAN インフラストラクチャ デバ        
イスとの間の通信に関する問題を特定するモードです。このモードでは、クライアントとインフラ

ストラクチャ デバイスで、定義されている一連のテストが実行されます。これらのテストの結果 
を、トラブルシューティングが必要な状態の特定に役立てることができます。

Cisco Aironet Client Diagnostics は、手動でのみ開始できます。このモードを開始する手順は、次の    
とおりです。

ステップ 1 クライアント アダプタの無線が有効になっていることを確認します。この無線が有効になっていな 
い場合は、有効化します。

ステップ 2 Start > Control Panel > Network and Sharing Center の順に選択します。Network and Sharing Center          
ウィンドウが表示されます（図 6-1 を参照）。

図 6-1 Network and Sharing Center ウィンドウ
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ステップ 3 Cisco Aironet Client Diagnostics をクリックします。Cisco Aironet Client Diagnostics ダイアログボッ        
クスが表示されます（図 6-2 を参照）。

図 6-2 Cisco Aironet Client Diagnostics ダイアログボックス

ステップ 4 Cisco Aironet Client Diagnostics ダイアログボックスで、Adapter フィールドに Cisco Aironet 
80.211a/b/g Wireless Adapter を選択します（図 6-3 を参照）。

図 6-3 Cisco Aironet Client Diagnostics ダイアログボックス - アダプタの選択
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ステップ 5 Network Profile フィールドで診断テストを実行するプロファイルを選択します（図 6-4 を参照）。

図 6-4 Cisco Aironet Client Diagnostics ダイアログボックス - ネットワーク プロファイルの選択

ステップ 6 Start をクリックして診断を実行します。テストがすぐに開始されない場合、遅延の理由を説明す 
るメッセージが表示されます（図 6-5 を参照）。

図 6-5 Cisco Aironet Client Diagnostics ダイアログボックス - テストの遅延理由
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ステップ 7 Cisco Aironet Client Diagnostics の Test Window で診断テストのステータスを監視します（図 6-6 を参        
照）。

図 6-6 Cisco Aironet Client Diagnostics ダイアログボックス - Test Window

Stop Test ボタンをクリックすると、いつでも診断テストを停止できます。

クライアントが診断テスト モードのときに、Close ボタンをクリックすると、このモードでの実行  
の停止を確認する Aironet Desktop Utility ウィンドウが表示されます（図 6-7 を参照）。

図 6-7 Aironet Desktop Utility - 診断の実行停止

停止するには Yes ボタンをクリックし、続行するには No ボタンをクリックします。
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ステップ 8 診断テストが完了したら、Save To File ボタンをクリックしてテスト結果を保存できます。このボ   
タンをクリックすると、結果が含まれるテキスト ファイルが生成されます。このファイルを PC 上   
の目的のフォルダに保存できます（図 6-8 を参照）。ネットワーク管理者が、対象のレポートのテス 
ト結果を、クライアント アダプタとインフラストラクチャ デバイスとの間の問題のトラブル  
シューティングに使用できるようになります。

図 6-8 診断テスト レポートの保存 - Documents ウィンドウ
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クライアント レポートの有効化
ネットワーク管理者はクライアント レポート用のプロファイルを有効にして、プロファイルが 
Cisco Aironet Client Diagnostics に参加できるようにする必要があります。

クライアント レポート用のプロファイルを有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Microsoft のグループ ポリシー オブジェクト エディタを使用して、クライアント レポートに関連す     
るプロファイルの XML 部分を見つけます。クライアント レポートの XML 要素を示す CCX プロ       
ファイル セクションの例は、次のとおりです。

<Diagnostics> 
      <AuthorizedProfile>true</AuthorizedProfile> 
      <Channel> 
             <EnableClientReporting>true</EnableClientReporting> 
      </Channel> 
</Diagnostics>

ステップ 2 クライアント レポートを有効にするには、EnableClientReporting XML 要素の値を true に変更しま     
す。クライアント レポートを無効にするには、値を false に変更します。

Microsoft のグループ ポリシー オブジェクトの詳細については、第 4 章「管理作業の実行」の     
「Microsoft ツールを使用した管理作業の実行」を参照してください。
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A
EAP メッセージ

この付録では、EAP-FAST、PEAP-GTC、および LEAP エラー メッセージとプロンプトについて説   
明します。また、強固なパスワードを作成するためのガイドラインも示します。

この付録では、次の項目について説明します。

 • EAP-FAST エラー メッセージおよびプロンプト（A-2 ページ）

 • PEAP-GTC/LEAP エラー メッセージおよびプロンプト（A-7 ページ）

 • 強固なパスワードの作成（A-10 ページ）
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EAP-FAST エラー メッセージおよびプロンプト

エラー メッセージ   Automatic PAC provisioning is enabled for this profile. 
However, a valid PAC that matches the server to which the client adapter is 
connecting could not be found. Do you wish to obtain a new security credential 
(PAC)?

推奨処置   既存のクレデンシャルを使用して、このサーバの新しい PAC をプロビジョニングす     
るには、Yes をクリックし、操作をキャンセルするには、No をクリックします。No をクリック   
すると、クライアント アダプタにより、認証が失敗します。

注意 不正なアクセス ポイントからの攻撃を防ぐには、必要でない限り PAC を再プロビジョニングしな   
いでください。

エラー メッセージ   While attempting to provision your PAC during 
auto-provisioning, the network access device failed to authenticate itself. 
This condition might indicate an attack on your password by a rogue access 
device. Try again with your current password?

推奨処置   現在のパスワードで再認証を試行するには、Yes をクリックします。操作をキャンセ    
ルするには、No をクリックします。

（注） 認証の試行に再度失敗した場合は、システム管理者に連絡し、不正なアクセス デバイスであるこ 
とを報告してください。パスワードが不正に使用されるリスクを軽減するには、今後は、強固なパ

スワードを使用するようにしてください。強固なパスワードを作成するためのヒントについては、

「強固なパスワードの作成」（A-10 ページ）を参照してください。

エラー メッセージ   While attempting to provision your PAC, the network access 
device timed out. A timeout might indicate an attack on your password by a rogue 
access device. However, a timeout could be caused by a server outage or a faulty 
connection. Try again with your current password?

推奨処置   現在のパスワードで再認証を試行するには、Yes をクリックします。操作をキャンセ    
ルするには、No をクリックします。

（注） 再度タイムアウトが発生した場合は、システム管理者に連絡し、不正なアクセス デバイスである 
可能性があることを報告してください。パスワードが不正に使用されるリスクを軽減するには、今

後は、強固なパスワードを使用するようにしてください。強固なパスワードを作成するためのヒン

トについては、「強固なパスワードの作成」（A-10 ページ）を参照してください。
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エラー メッセージ   A valid PAC was not found for your username <username>. Click 
OK. Re-enter your username in the credential prompt or the User Credentials tab 
of the EAP-FAST Properties screen. If you entered your username correctly, go 
to the Connection tab of the EAP-FAST Properties screen either to enable 
automatic PAC provisioning or Validate server certificate or import a PAC file.

推奨処置   OK をクリックします。次のいずれかを実行します。

－ ユーザ名をもう一度入力します。

－ ユーザ名を正しく入力したら、EAP-FAST Properties 画面の Connection タブに移動し、PAC    
の自動プロビジョニングを有効にするか、PAC ファイルをインポートします。

エラー メッセージ   The EAP-FAST authentication attempt failed because you entered 
the wrong username and password. Please re-enter your username and password.

推奨処置   OK をクリックします。Enter Wireless Network Password 画面が表示されたら、        
EAP-FAST クレデンシャルをもう一度入力します。

エラー メッセージ   The EAP-FAST authentication attempt failed because you might 
have entered the wrong username and password. Please re-enter your username and 
password.
Warning: If you are sure that you have typed in the right username and password, 
you may have connected to a rogue device.This can indicate an attack on your 
password.Using a strong password will reduce the chance of your password being 
compromised.If this failure happens again, contact your system administrator 
to report a potential rogue access device.

推奨処置   OK をクリックします。次のいずれかを実行します。

－ EAP-FAST クレデンシャルを正しく入力した場合は、システム管理者に連絡し、不正なア 
クセス ポイントである可能性があることを報告してください。パスワードが不正に使用さ 
れるリスクを軽減するには、今後は、強固なパスワードを使用するようにしてください。
強固なパスワードを作成するためのヒントについては、「強固なパスワードの作成」（A-10
ページ）を参照してください。

－ EAP-FAST クレデンシャルを正しく入力しなかった場合は、Enter Wireless Network Password    
画面でクレデンシャルをもう一度入力します。

－ ユーザ名がプロビジョニングされた PAC と一致せず、このプロファイルで自動プロビジョ  
ニングが有効になっている場合に、メッセージ「You do not appear to be registered with the        
authentication server.Registration requires that this device be initialized with a security credential.Do           
you wish to obtain a security credential?」が表示されたら Yes をクリックします。

－ ユーザ名がプロビジョニングされた PAC と一致せず、このプロファイルで手動プロビジョ  
ニングが有効になっている場合は、EAP-FAST Properties ダイアログ ボックスの Connection    
タブに移動し、PAC の自動プロビジョニングを有効にするか、PAC ファイルをインポート  
します。

エラー メッセージ   PAC provisioning has failed. This failure is not related to an 
issue with the username and password. This failure is commonly caused by a 
server configuration issue. Contact your administrator for assistance.

推奨処置   サポートが必要な場合は、システム管理者にお問い合わせください。
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エラー メッセージ   The PAC that you selected for this profile does not match the 
server to which the client is connecting. However, a matching PAC has been found 
in your PAC database. Would you like to use this matching credential authority 
and save it to the profile?

推奨処置   一致する PAC を使用し、この新しい PAC でプロファイルを更新するには、Yes をク        
リックします。操作をキャンセルし、プロファイルを現在の状態のままにするには、No をク 
リックします。No をクリックすると、クライアント アダプタでは、既存のプロファイルを使用  
して認証を行うことができません。

エラー メッセージ   You entered different values in the New Password field and the 
Confirm New Password field. The passwords must be identical. Please try again.

推奨処置   両方のフィールドに新しいパスワードをもう一度入力します。

エラー メッセージ   The password that you entered in the Old Password field does 
not match the password that you previously used. Please try again.

推奨処置   Old Password フィールドに古いパスワードをもう一度入力します。

エラー メッセージ   An error occurred when you attempted to change your EAP-FAST 
password. The new password might not conform to the server's password policy. 
Please try again.

推奨処置   Change Password 画面でパスワードをもう一度入力します。

エラー メッセージ   The EAP-FAST authentication process failed during 
initialization. Make sure that EAP-FAST and the Trusted Root Certificate 
Authority certificate are installed correctly.

推奨処置   EAP-FAST および信頼済みルート CA 証明書が正しくインストールされていることを      
確認します。

エラー メッセージ   You have connected to a server with the following server name
<server_name>
The server certificate is signed by the following Root Certification Authority 
(CA):
<root_ca>
This Root CA does not match the specified trusted Root CA(s).
Do you want to accept this connection?
Warning: Connecting to a server signed with untrusted CA might compromise your 
security.

推奨処置   セキュリティ上のリスクがあるものの、クライアント アダプタをこのサーバに接続    
する場合は、Yes をクリックします。それ以外の場合は、No をクリックします。

エラー メッセージ   You have connected to a server with the following server name:
<server_name>
This server name does not match the specified server name(s).
Do you want to accept this connection?
Warning: Connecting to an unsecured server might compromise your security.

推奨処置   セキュリティ上のリスクがあるものの、クライアント アダプタをこのサーバに接続    
する場合は、Yes をクリックします。それ以外の場合は、No をクリックします。
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エラー メッセージ   Your password has expired. Please enter a new password.

推奨処置   新しいパスワードを入力し、期限切れのパスワードを変更します。

エラー メッセージ   You entered an empty username, which is not allowed.

推奨処置   ユーザ名を入力します。

エラー メッセージ   You must select a PAC when using manual PAC provisioning.

推奨処置   EAP-FAST Properties 画面で、自動プロビジョニングが無効になっており、PAC 認証      
機関を選択していないときに、OK をクリックしました。自動プロビジョニングを有効にする 
か、ドロップダウン リストから PAC 認証機関を選択してください。リストが空白の場合は、   
PAC ファイルをインポートします。

エラー メッセージ   Error opening or reading file: <filename>.

推奨処置   PAC ファイルのインポートを再度試みます。同じメッセージが表示されたら、シス    
テム管理者から新しい PAC ファイルを取得して、もう一度インポートします。

エラー メッセージ   The file is not a valid PAC file: <filename>.

推奨処置   PAC ファイルのインポートを再度試みます。同じメッセージが表示されたら、シス    
テム管理者から新しい PAC ファイルを取得して、もう一度インポートします。

エラー メッセージ   The file does not contain a valid PAC: <filename>.

推奨処置   PAC ファイルのインポートを再度試みます。同じメッセージが表示されたら、シス    
テム管理者から新しい PAC ファイルを取得して、EAP-FAST Settings 画面でインポートします。

エラー メッセージ   The file contains a PAC that will replace an existing PAC 
already provisioned on your system. Would you like to replace the existing PAC?

推奨処置   既存の PAC を、インポートしたファイルの新しい PAC で置き換えるには、Yes をク        
リックし、操作をキャンセルするには、No をクリックします。

エラー メッセージ   The password you entered to import the PAC file is incorrect. 
Please try again.

推奨処置   パスワードをもう一度入力してみます。

エラー メッセージ   The PAC file import operation has been aborted because of three 
or more attempts of incorrect passwords.

推奨処置   OK をクリックして続行します。
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エラー メッセージ   An internal error occurred.

推奨処置   PAC のインポート中に内部エラーが発生しました。PAC をもう一度インポートして     
みてください。

エラー メッセージ   Insufficient memory or other system error.

推奨処置   他のプログラムを閉じ、メモリを解放します。

エラー メッセージ   You must select “Validate server certificate” or a PAC to use 
user's certificate or one-time password for authentication.

推奨処置   ユーザ クレデンシャルとして、1 回限りのパスワードまたはユーザ証明書が選択され     
ましたが、PAC が選択されていないか、Validate Server Certificate チェックボックスがオンになっ    
ていません。設定を変更してください。

エラー メッセージ   You tried to import a PAC file with the same PAC ID as a 
previously imported or provisioned PAC. Would you like to replace the existing 
PAC?

推奨処置   既存の PAC を、インポートしたファイルの新しい PAC で置き換えるには、Yes をク        
リックし、操作をキャンセルするには、No をクリックします。
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PEAP-GTC/LEAP エラー メッセージおよびプロンプト

エラー メッセージ   There is an error in the configuration profile. Please verify 
the configuration and save it.

推奨処置   プロファイルが修正されるまで、このプロファイルによる認証は失敗します。プロ   
ファイルの修正でサポートが必要な場合は、ネットワーク管理者にお問合わせください。

エラー メッセージ   No trusted CA(s) selected.

推奨処置   信頼済み CA を少なくとも 1 つ選択するか、ユーザが新しい信頼済み CA を認証する         
のを許可します。

エラー メッセージ   You entered an empty username, which is not allowed.

推奨処置   ユーザ名を入力します。

エラー メッセージ   You entered different values in the Password field and the 
Confirm password field. The passwords must be identical.

推奨処置   両方のフィールドにパスワードをもう一度入力します。

エラー メッセージ   You entered different values in the New Password field and the 
Confirm New Password field. The passwords must be identical.

推奨処置   両方のフィールドにパスワードをもう一度入力します。

エラー メッセージ   The password that you entered in the Old password field does 
not match the password that was used previously.

推奨処置   Old Password フィールドに古いパスワードをもう一度入力します。

エラー メッセージ   You have connected to a server with the following server name: 
<server-name> 
This server name does not match the specified server name(s).
In addition, the server certificate is signed by the following Root 
Certification Authority (CA):
<ca-name> 
This Root CA does not match the specified trusted Root CA(s).
Do you want to accept this connection?
Warning: You might compromise your security if you connect to an unsecured 
server that is signed by an untrusted Root CA.

推奨処置   セキュリティ上のリスクがあるものの、このサーバに接続する場合は、Yes をクリッ    
クします。それ以外の場合は、No をクリックします。
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エラー メッセージ   You have connected to a server with the following server name: 
<server-name> 
The server certificate is signed by the following Root Certification Authority 
(CA):
<ca-name> 
This Root CA does not match the specified trusted Root CA(s). 
Do you want to accept this connection?
Warning: You might compromise your security if you connect to an unsecured 
server that is signed by an untrusted Root CA.

推奨処置   セキュリティ上のリスクがあるものの、このサーバに接続する場合は、Yes をクリッ    
クします。それ以外の場合は、No をクリックします。

エラー メッセージ   You have connected to a server with the following server name: 
<server-name> 
This server name does not match the specified server name(s). 
Do you want to accept this connection?
Warning: You might compromise your security if you connect to an unsecured 
server.

推奨処置   セキュリティ上のリスクがあるものの、このサーバに接続する場合は、Yes をクリッ    
クします。それ以外の場合は、No をクリックします。

エラー メッセージ   The operation was canceled by the user.

推奨処置   サポートが必要な場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

エラー メッセージ   The authentication failed because Windows does not have the 
authentication method required for this network. 

推奨処置   サポートが必要な場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

エラー メッセージ   Windows cannot connect to this network.
The user credentials were rejected by the server.

推奨処置   サポートが必要な場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

エラー メッセージ   Windows cannot connect to this network.
There is a problem with the certificate on the server required for 
authentication.

推奨処置   サポートが必要な場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

エラー メッセージ   Windows cannot connect to “<network-name>” 
Wireless authentication failed.

推奨処置   指定されたネットワークでサポートが必要な場合は、ネットワーク管理者にお問合わ   
せください。

エラー メッセージ   The authentication failed because of unknown reason. The error 
condition was reported by cryptographic subsystem.

推奨処置   サポートが必要な場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
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エラー メッセージ   The network device failed to authenticate itself.
The failure can indicate an attack on your password.

推奨処置   パスワードが不正に使用されるリスクを軽減するには、強固なパスワードを使用して   
ください。強固なパスワードの作成については、「強固なパスワードの作成」（A-10 ページ）を 
参照してください。認証の試行に再度失敗した場合は、システム管理者に連絡し、不正なアク

セス デバイスであることを報告してください。
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強固なパスワードの作成
パスワードは、紙に書き留めたり、オンライン上に保存したりしないでください。代わりに、簡単

に覚えることができ、かつ他人が簡単に推測できないパスワードを作成するようにします。このよ

うなパスワードを作成する方法として、曲のタイトル、主張、その他のフレーズをベースとして使

用することができます。たとえば、「This May Be One Way To Remember」というフレーズであれば、      
「TmB1w2R!」や「Tmb1W>r~」などのパスワードできます。

（注） 例に示したパスワードを実際のパスワードとして使用しないでください。

強固なパスワードの特性

強固なパスワードには、次のような特性があります。

 • 大文字と小文字の両方が含まれている（a ～ z と A ～ Z の両方 )

 • アルファベットだけでなく、数字や記号も含まれている（0 ～ 9、!@#$%^&*()_+|~ =\`{}[]:";'<>?,./   
など）

 • 5 文字以上の英数字である 

 • どの言語の単語でもない

 • スラング、方言、または専門用語ではない 

 • 家族の名前などの個人情報に基づいていない

脆弱なパスワードの特性

脆弱なパスワードには、次のような特性があります。

 • 8 文字未満である 

 • 辞書に載っている単語である（英語またはその他の言語）

 • その他の、簡単に推測できる言葉、または一般的に使用されている言葉である。簡単に推測で

きる言葉の例としては、次のようなものがあります。

－ 家族、ペット、友人、同僚、または物語の登場人物の名前 
－ コンピュータ関連の用語または名称（コマンド、サイト、会社、モデル、アプリケーショ
ンなど）

－ 誕生日やその他の個人情報（住所、電話番号など）

－ 予測できる英数字の組み合わせ（aaabbb、qwerty、zyxwvuts、123321 など）
－ 上記のいずれかを後ろから読んだもの 
－ 上記のいずれかの前後に数字を加えたもの

パスワードのセキュリティに関する基本事項

パスワードを扱う際には、次の基本ガイドラインに従ってください。

 • 家族にも、パスワードは教えない。

 • 他人の前でパスワードのことを話さない。

 • パスワードを知るヒントになるようなこと（「家族の名前」など）は言わない。

 • 標準の ASCII 文字セット以外の文字は使用しない。ポンド（£）など、一部の記号は、システ  
ムによって、ログイン時に問題が発生する原因となる場合があります。
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B
技術仕様

この付録では、Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技       
術仕様について説明します。

この付録では、次の項目について説明します。

 • 物理的な仕様（B-2 ページ）

 • 無線に関する仕様（B-3 ページ）

 • 電力に関する仕様（B-6 ページ）

 • 安全性および規制の準拠に関する仕様（B-6 ページ）
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表 B-1 は、Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕         
様を示しています。

表 B-1 Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様 

物理的な仕様

サイズ

CardBus PC カード 11.3cm L × 5.4cm W × 0.5cm H（4.5 インチ L × 2.1 インチ            
W × 0.2 インチ H）

PCI カード

標準 PCI カード 12 cm L × 1.8 cm W × 12.1 cm H（4.7 インチ L × 0.7 イン               
チ W × 4.8 インチ H）

ロー プロファイル PCI カー   
ド

12 cm L × 1.8 cm W × 7.9 cm H（4.7 インチ L × 0.7 インチ               
W × 3.1 インチ H）

重量

CardBus PC カード 44g

PCI カード

標準 PCI カード（アンテナ  
付き）

103g

標準 PCI カード（アンテナ  
なし）

55g

ロー プロファイル PCI カー   
ド（アンテナ付き）

98g

ロー プロファイル PCI カー   
ド（アンテナなし）

49g

格納装置

CardBus PC カード Type II Cardbus

PCI カード 標準またはロー プロファイル Type II PCI

コネクタ

CardBus PC カード 68 ピンの CardBus

PCI カード 62 ピンの PCI

ステータス インジケータ 緑色とオレンジ色の LED（第 1 章を参照）

動作温度 0 ～ 70℃

保管温度 0 ～ 85℃

湿度（非稼働時） 90%（相対湿度）
ESD 15 kV（人体モデル）
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無線に関する仕様

タイプ

802.11a 直交周波数分割多重方式（OFDM）
802.11b/g ダイレクト シーケンス スペクトラム拡散方式（DSSS）お  

よび直交周波数分割多重方式（OFDM）

消費電力 

（注） 欧州共同体および他の各国の放射電力（EIRP）レベルに関する制限については、付録 E 
を参照してください。

802.11a 40mW（16dBm）（6、9、12、18、24Mbps） 
25mW（14dBm）（6、9、12、18、24、36Mbps） 
20mW（13dBm）（6、9、12、18、24、36、48、54Mbps） 
13mW（11dBm）（6、9、12、18、24、36、48、54Mbps） 
10mW（10dBm）（6、9、12、18、24、36、48、54Mbps）

（注） 最大電力設定は各国の規制によって異なります。

802.11b/g 100mW（20dBm）（1、2、5.5、11Mbps） 
63mW（18dBm）（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24Mbps） 
50mW（17dBm）（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36Mbps） 
30mW（15dBm）（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48Mbps） 
20mW（13dBm）（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、54Mbps） 
10mW（10dBm）（1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、54Mbps）

（注） 最大電力設定は各国の規制によって異なります。

周波数帯域

802.11a UNII 1 band では 5.15 ～ 5.25GHz* 
UNII 2 band では 5.25 ～ 5.35GHz* 
European band では 5.470 ～ 5.725GHz 
UNII 3 band では 5.725 ～ 5.825GHz* 
* クライアント アダプタが使用されている規制地域によっ  
て異なる

802.11b/g 2.400 ～ 2.497GHz（クライアント アダプタが使用されてい   
る規制地域によって異なる）

有効チャネル

802.11a 5170 ～ 5320 MHz、5500 ～ 5700 MHz、および 5745 ～ 5805         
MHz

802.11b/g 2412 ～ 2484MHz（5MHz 単位）

データ レート 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、および 54Mbps

表 B-1 Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様（続き）
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変調 Differential binary phase shift keying（DBPSK; 差動 2 相位相       
偏移変調）：1Mbps 
Differential quaternary phase shift keying（DQPSK; 差動 4 相位       
相偏移変調）：2Mbps 
Complementary code keying（CCK; 相補型符号変調）：5.5 お    
よび 11Mbps 
Binary phase shift keying（BPSK; 2 相位相偏移変調）：6 およ      
び 9Mbps 
Quaternary phase shift keying（QPSK; 4 相位相偏移変調）：12     
および 18Mbps 
16-quadrate amplitude modulation（16-QAM; 16 値直交振幅    
変調）：24 および 36Mbps 
64-quadrate amplitude modulation（64-QAM; 64 値直交振幅    
変調）：48 および 54Mbps

レシーバ感度

802.11a 5150 ～ 5250MHz 
–87dBm（6、9、12 および 18Mbps） 
–82dBm（24Mbps） 
–79dBm（36Mbps） 
–74dBm（48Mbps） 
–72dBm（54Mbps）

5250 ～ 5350MHz 
–89dBm（6、9 および 12Mbps） 
–85dBm（18Mbps） 
–82dBm（24Mbps） 
–79dBm（36Mbps） 
–74dBm（48Mbps） 
–72dBm（54Mbps）

5470 ～ 5725MHz 
–87dBm（6、9、12 および 18Mbps） 
–82dBm（24Mbps） 
–79dBm（36Mbps） 
–74dBm（48Mbps） 
–72dBm（54Mbps）

5725 ～ 5805MHz 
–84dBm（6、9 および 12Mbps） 
–83dBm（18Mbps） 
–82dBm（24Mbps） 
–79dBm（36Mbps） 
–72dBm（48Mbps） 
–65dBm（54Mbps）

表 B-1 Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様（続き）
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802.11b/g –94dBm（1Mbps） 
–93dBm（2Mbps） 
–92dBm（5.5Mbps） 
–90dBm（11Mbps） 
–86dBm（6、9、12 および 18Mbps） 
–84dBm（24Mbps） 
–80dBm（36Mbps） 
–75dBm（48Mbps） 
–71dBm（54Mbps）

受信の遅延拡散（マルチパス）

802.11a/g 400ns（6Mbps） 
250ns（9 および 12Mbps） 
220ns（18Mbps） 
160ns（24Mbps） 
100ns（36Mbps） 
90ns（48Mbps） 
70ns（54Mbps）

802.11b 350ns（1Mbps） 
300ns（2Mbps） 
200ns（5.5Mbps） 
130ns（11Mbps）

通信範囲

802.11a 屋内（一般） 屋外（一般） 

152m（6Mbps） 290m（6Mbps） 
122m（18Mbps） 244m（18Mbps） 
27m（54Mbps） 52m（54Mbps）

（注） 上記の通信範囲は、クライアント アダプタが、Cisco 
Aironet 1232AG アクセス ポイントおよび 3.5dBi ダ     
イポール アンテナとともに、最大送信電力で使用 
されていると想定しています。クライアント アダ 
プタを、別のアクセス ポイントと一緒に使用する 
場合、または Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス     
ポイントを別のアンテナと一緒に使用する場合、異

なる通信範囲の値となる可能性があります。

802.11b/g 屋内（一般） 屋外（一般） 

125m（1Mbps） 213m（1Mbps） 
91m（6Mbps） 198m（6Mbps） 
67m（11Mbps） 149m（11Mbps） 
55m（18Mbps） 122m（18Mbps） 
27m（54Mbps） 34m（54Mbps）

（注） 上記の通信範囲は、クライアント アダプタが、Cisco 
Aironet 1232AG アクセス ポイントおよび 2.2dBi ダ     
イポール アンテナとともに、最大送信電力で使用 
されていると想定しています。クライアント アダ 
プタを、別のアクセス ポイントと一緒に使用する 
場合、または Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス     
ポイントを別のアンテナと一緒に使用する場合、異

なる通信範囲の値となる可能性があります。

表 B-1 Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様（続き）
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アンテナ

CardBus PC カード 一体型 0dBi デュアルバンド 2.4/5GHz ダイバーシティ アン     
テナ

PCI カード 1dBi デュアルバンド 2.4/5GHz アンテナ、2m のケーブルを    
固定接続

電力に関する仕様

動作電圧 3.3V（± 0.3V）

受信時の消費電流

802.11a 最大 318mA
802.11b 最大 327mA
802.11g 最大 282mA

送信時の消費電流

802.11a 最大 554mA
802.11b 最大 539mA
802.11g 最大 530mA

スリープ時の消費電流 平均 203mA

安全性および規制の準拠に関する仕様

安全性 準拠する規格

 • UL 60950

 • CSA 22.2 No. 60950

 • IEC 60950 第 2 版（修正条項 1 ～ 4 および国別要求項目        
すべてを含む）

 • EN 60950 第 2 版（修正条項 1 ～ 4 を含む）

EMI および耐障害性 FCC Part 15.107 および 15.109 クラス B 
ICES-003 Class B（カナダ） 
VCCI（日本） 
EN 301.489-1 および EN-301.489-17（ヨーロッパ）

無線の承認 FCC Part 15.247 
FCC Part 15.401-15.407 

カナダ RSS-210 
ヨーロッパ EN-300.328、EN-301.893 
ARIB STD-33、ARIB STD-66、ARIB STD-T71（日本） 
AS 4268.2（オーストラリア） 
AS/NZS 3548（オーストラリアおよびニュージーランド）

RF 被曝 FCC Bulletin OET-65C 
Industry Canada RSS-102

表 B-1 Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様（続き）
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C
翻訳済みの安全についての警告

この付録では、このマニュアルに記載されている安全についての警告の翻訳を示します。2 番目の 
警告は PI21AG クライアント アダプタに関するもので、3 番目の警告は CB21AG クライアント アダ       
プタに関するものです。

この付録では、次の項目について説明します。

 • 爆発性デバイスとの接近についての警告（C-2 ページ）

 • アンテナの設置についての警告（C-2 ページ）

 • ラップトップ ユーザに対する警告（C-2 ページ）
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爆発性デバイスとの接近についての警告

警告 無線ネットワーク デバイスは、専用のタイプでない限り、シールドされていない雷管の近くや爆 
発の可能性のある場所では操作しないでください。

アンテナの設置についての警告

警告 FCC の RF 被曝制限値に準拠するため、アンテナは身体から 20cm 以上離れた場所に設置してくだ     
さい。

ラップトップ ユーザに対する警告

Warning This device has been tested and complies with FCC RF Exposure (SAR) limits in typical          
laptop computer configurations and this device can be used in desktop or laptop computers          
with side mounted PC Card slots that can provide at least 0.394 in (1 cm) separation distance          
from the antenna to the body of the user or a nearby person. Thin laptop computers may need          
special attention to maintain antenna spacing while operating. This device cannot be used          
with handheld PDAs (personal digital assistants). Use in other configurations may not ensure          
compliance with FCC RF exposure guidelines. This device and its antenna must not be          
co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
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D
適合宣言および規制に関する情報

この付録では、Cisco Aironet CB21AG および PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタの適       
合宣言と規制に関する情報について説明します。

この付録では、次の項目について説明します。

 • 製造業者による連邦通信委員会への適合宣言（D-2 ページ）

 • Department of Communications – Canada（D-3 ページ）

 • European Community, Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein（D-4 ページ）

 • RF 被曝に関する適合宣言（D-7 ページ）

 • Cisco Aironet CB21AG and PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタの使用に関するガイ        
ドライン（日本）（D-7 ページ）

 • Administrative Rules for Cisco Aironet CB21AG and PI21AG Wireless LAN Client Adapters in Taiwan             
（D-8 ページ）

 • Brazil/Anatel Approval（D-9 ページ）
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製造業者による連邦通信委員会への適合宣言

モデル： AIR-CB21AG-A-K9、AIR-PI21AG-A-K9

FCC 認証番号： LDK102050（CB21AG） 
LDK102051（PI21AG）

製造業者： Cisco Systems, Inc. 
170 West Tasman Drive 
San Jose, CA 95134-1706 
USA

このデバイスは、Part 15 の規定に適合しており、次の 2 つの条件に従って動作するものとします。

1. このデバイスによって、有害な干渉が発生することはない。

2. このデバイスは、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入
れなければならない。

CB21AG クライアント アダプタは、一般的なラップトップ コンピュータ構成においてテスト済み   
であり、FCC RF 被爆（SAR）制限に準拠しています。また、この装置は、側面に PCMCIA スロッ    
トを搭載するラップトップ コンピュータで使用でき、アンテナから身体まで 1cm 以上の距離を保   
つ必要があります。シン ラップトップ コンピュータでは、動作中のアンテナの距離に特別な注意  
が必要となる場合もあります。

PI21AG クライアント アダプタは、一般的なデスクトップ コンピュータ構成においてテスト済みで   
あり、FCC RF 被爆（SAR）制限に準拠しています。装置のアンテナと身体の間には、20cm の距離   
を保つようにする必要があります。

これらの装置は、ハンドヘルド PDA では使用できません。その他の構成で使用した場合、FCC RF   
被爆のガイドラインに準拠しなくなる可能性があります。これらの装置とアンテナは、他のアンテ

ナまたはトランスミッタと共存させたり、同時に操作したりすることはできません。

注意 FCC 規定 Part 15 に適合した無線デバイスは、一体型アンテナを使用している場合は、当該周波数    
で動作する他のデバイスと干渉のない状態で動作します。この製品に対し、シスコによって明示的

に承認されていない変更または修正を加えると、ユーザがこのデバイスを使用する権利が無効にな

ります。

注意 5.15 ～ 5.25GHz 帯域では、UNII デバイスは共通のチャンネルの Mobile Satellite Systems（MSS）の       
動作と有害な干渉が生じる可能性を減らすために、室内での運用に制限されています。

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE
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Department of Communications – Canada

Canadian Compliance Statement
This Class B Digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations.

Cet appareil numerique de la classe B respecte les exigences du Reglement sur le material broilleur du Canada.

This device complies with Class B Limits of Industry Canada.Operation is subject to the following two 
conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired            
operation.

Cisco Aironet CB21AG and PI21AG Wireless LAN Client Adapters are certified to the requirements of 
RSS-210 for 2.4-GHz and 5-GHz devices.The use of these devices in a system operating either partially or 
completely outdoors may require the user to obtain a license for the system according to the Canadian 
regulations.For further information, contact your local Industry Canada office.
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European Community, Switzerland, Norway, Iceland, and 
Liechtenstein

Declaration of Conformity with Regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

The Declaration of Conformity related to this product can be found at the following URL:

http://www.ciscofax.com

The following standards were applied:

 • Radio: EN 300.328-1, EN 300.328-2 (2.4-GHz operation); 
EN 301.893 (5-GHz operation)

 • EMC: EN 301.489-1, EN 301.489-17

 • Safety: EN 60950

The following CE mark is affixed to the Cisco Aironet CB21AG and PI21AG Wireless LAN Client Adapters:

（注） This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.Outdoor use may be restricted to certain                  
frequencies and/or may require a license for operation.For more details, contact your customer service             
representative.

http://www.ciscofax.com
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適合宣言文
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Cisco Aironet PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタ
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RF 被曝に関する適合宣言
無線モジュールは FCC Bulletin OET 65C に従って評価され、無線周波デバイスによる RF 被曝の影       
響に関する CFR 47 の 2.1091 項、2.1093 項、および 15.247（b）（4）項の要件を満たすことが確認       
されています。

Cisco Aironet CB21AG and PI21AG ワイヤレス LAN クライアント ア        
ダプタの使用に関するガイドライン（日本）

この項では、日本で Cisco Aironet CB21AG and PI21AG ワイヤレス LAN クライアント アダプタを使         
用する際に干渉を防ぐためのガイドラインを示します。このガイドラインは、日本語と英語で提供

されています。

（注） 日本では、5GHz デバイスの使用は室内だけに制限されています。

日本語

English Translation
This equipment operates in the same frequency bandwidth as industrial, scientific, and medical devices such as               
microwave ovens and mobile object identification (RF-ID) systems (licensed premises radio stations and            
unlicensed specified low-power radio stations) used in factory production lines.

1. Before using this equipment, make sure that no premises radio stations or specified low-power radio              
stations of RF-ID are used in the vicinity.

2. If this equipment causes RF interference to a premises radio station of RF-ID, promptly change the               
frequency or stop using the device; contact the number below and ask for recommendations on avoiding               
radio interference, such as setting partitions.

3. If this equipment causes RF interference to a specified low-power radio station of RF-ID, contact the               
number below.

お問合せ先電話番号：03-6434-6500

03-6434-6500

43
76
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Administrative Rules for Cisco Aironet CB21AG and PI21AG 
Wireless LAN Client Adapters in Taiwan

This section provides administrative rules for operating Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters in          
Taiwan.The rules are provided in both Chinese and English.

2.4- and 5-GHz Client Adapters

Chinese Translation

English Translation

Administrative Rules for Low-power Radio-Frequency Devices

Article 14

For those low-power radio-frequency devices that have already received a type-approval, companies, business            
units or users should not change its frequencies, increase its power or change its original features and functions.

Article 17

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the conditions that no harmful              
interference is caused to aviation safety and authorized radio station; and if interference is caused, the user must                 
stop operating the device immediately and can't re-operate it until the harmful interference is clear.

The authorized radio station means a radio-communication service operating in accordance with           
COMMUNICATION ACT.

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the interference caused by the operation               
of an authorized radio station, by another intentional or unintentional radiator, by industrial, scientific and              
medical (ISM) equipment, or by an incidental radiator.

11
77
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5-GHz Client Adapters 

Chinese Translation

English Translation

This equipment is limited for indoor use.

Brazil/Anatel Approval
The following approval marks apply to the Cisco Aironet CB21AG and PI21AG Wireless LAN Client          
Adapters.

AIR-CB21AG-W-K9

11
77
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AIR-PI21AG-W-K9
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E
チャネル、電力レベル、アンテナ ゲイン

この付録では、世界の規制地域でサポートされている IEEE 802.11a、b および g チャネルと、デー     
タ レートごとに許可されている最大電力レベルおよびアンテナ ゲインを示します。

この付録では、次の項目について説明します。

 • チャネル（E-2 ページ）

 • 最大電力レベルとアンテナ ゲイン（E-4 ページ）
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チャネル

IEEE 802.11a

表 E-1 に、IEEE 802.11a 20MHz 帯のチャネルごとのチャネル識別番号、チャネル中心周波数、およ    
び規制地域を示します。

表 E-1 IEEE 802.11a 対応のチャネル

チャネル
識別番号

周波数
（MHz）

規制地域

アメリカ
（-A）

EMEA（-E） 日本（-J） 日本（-P） その他の
地域（-W）

34 5170 — — X X —

36 5180 X X — X X

38 5190 — — X X —

40 5200 X X — X X

42 5210 — — X X —

44 5220 X X — X X

46 5230 — — X X —

48 5240 X X — X X

52 5260 X X — X X

56 5280 X X — X X

60 5300 X X — X X

64 5320 X X — X X

100 5500 X X — — X

104 5520 X X — — X

108 5540 X X — — X

112 5560 X X — — X

116 5580 X X — — X

120 5600 X X — — X

124 5620 X X — — X

128 5640 X X — — X

132 5660 X X — — X

136 5680 X X — — X

140 5700 X X — — X

149 5745 X — — — X

153 5765 X — — — X

157 5785 X — — — X

161 5805 X — — — X
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（注） アメリカ（-A）を除き、すべてのチャネル セットは屋内での使用に制限されています。米国では、 
52 ～ 161 チャネルで屋内外の使用が認められています。

（注） 日本（-J）チャネルは AIR-CB21AG-J-K9 および AIR-PI21AG-J-K9 クライアント アダプタのみに適     
用され、日本（-P）チャネルは AIR-CB21AG-P-K9 および AIR-PI21AG-P-K9 クライアント アダプ     
タのみに適用されます。

IEEE 802.11b/g

表 E-2 に、IEEE 802.11b/g 22MHz 帯のチャネルごとのチャネル識別番号、チャネル中心周波数、お    
よび規制地域を示します。

（注） メキシコは「その他の地域」に含まれます。ただし、チャネル 9 ～ 11 は屋内外で利用できますが、    
チャネル 1 ～ 8 は屋内だけでしか利用できません。チャネル セットの設定がメキシコの規制規格     
に適合しているか、お客様ご自身でご確認ください。

（注） 日本では、チャネル 14 は 802.11g モードではサポートされていません。

表 E-2 IEEE 802.11b/g 対応のチャネル

チャネル
識別番号

周波数
（MHz）

規制地域

アメリカ
（-A）

EMEA（-E） 日本（-J） 日本（-P） その他の
地域（-W）

1 2412 X X X X X

2 2417 X X X X X

3 2422 X X X X X

4 2427 X X X X X

5 2432 X X X X X

6 2437 X X X X X

7 2442 X X X X X

8 2447 X X X X X

9 2452 X X X X X

10 2457 X X X X X

11 2462 X X X X X

12 2467 – X X X X

13 2472 – X X X X

14 2484 – – X X –
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最大電力レベルとアンテナ ゲイン

IEEE 802.11a

電力レベルとアンテナ ゲインの組み合わせが適切でない場合、各規制地域で許可されている等価等 
方放射電力（EIRP）量を上回る可能性があります。表 E-3 は、5 GHz IEEE 802.11a の各データ レー      
トについてすべての規制地域でサポートされている最大 EIRP を示しています。

IEEE 802.11b

電力レベルとアンテナ ゲインの組み合わせが適切でない場合、各規制地域で許可されている等価等 
方放射電力（EIRP）量を上回る可能性があります。表 E-4 は、2.4 GHz IEEE 802.11b の各データ レー      
トについてすべての規制地域でサポートされている最大 EIRP を示しています。

表 E-3 IEEE 802.11a 対応の最大 EIRP 

データ レート

0dBi アンテナ ゲインの CardBus PC カードと 
1dBi アンテナ ゲインの PCI カードの最大 EIRP

mW dBm

6Mbps 40 16

9 Mbps 40 16

12 Mbps 40 16

18 Mbps 40 16

24 Mbps 40 16

36 Mbps 25.1 14

48 Mbps 20 13

54 Mbps 20 13

表 E-4 IEEE 802.11b の最大 EIRP

データ レート

0dBi アンテナ ゲインの CardBus PC カードと 
1dBi アンテナ ゲインの PCI カードの最大 EIRP

mW dBm

1 Mbps 100 20

2 Mbps 100 20

5.5 Mbps 100 20

11 Mbps 100 20
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IEEE 802.11g

電力レベルとアンテナ ゲインの組み合わせが適切でない場合、各規制地域で許可されている等価等 
方放射電力（EIRP）量を上回る可能性があります。表 E-5 は、2.4 GHz IEEE 802.11g の各データ レー      
トについてすべての規制地域でサポートされている最大 EIRP を示しています。

表 E-5 IEEE 802.11g 対応の最大 EIRP 

データ レート

0dBi アンテナ ゲインの CardBus PC カードと 
1dBi アンテナ ゲインの PCI カードの最大 EIRP

mW dBm

6Mbps 50 17

9 Mbps 50 17

12 Mbps 50 17

18 Mbps 50 17

24 Mbps 50 17

36 Mbps 40 16

48 Mbps 31.6 15

54 Mbps 20 13
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F
通知とライセンス

この製品には、OpenSSL ツールキット用に OpenSSL Project（http://www.openssl.org/）で開発された   
ソフトウェアが含まれています。

この製品には、Eric Young 氏（eay@cryptsoft.com）が作成した暗号化ソフトウェアが含まれています。

この製品には、Tim Hudson 氏（tjh@cryptosoft.com）が作成したソフトウェアが含まれています。

http://www.openssl.org
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OpenSSL License
---------------

/* ====================================================================
 * Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 *    the documentation and/or other materials provided with the
 *    distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 *    software must display the following acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 *    endorse or promote products derived from this software without
 *    prior written permission. For written permission, please contact
 *    openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 *    permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 *    acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * ====================================================================
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */

 Original SSLeay License
 -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 *
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to.  The following conditions
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 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms
 * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.
 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 *    must display the following acknowledgement:
 *    "This product includes cryptographic software written by
 *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
 *    being used are not cryptographic related :-).
 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
 *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *
 * The licence and distribution terms for any publically available version or
 * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
 * copied and put under another distribution licence
 * [including the GNU Public Licence.]
 */
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G
略語

表 G-1 は、このガイドで使用されている略語とその完全表記を示しています。

表 G-1 略語の一覧 

略語 完全表記

AAA Authentication, Authorization, and Accounting（認証、許可、アカウンティング）
API Application Program Interface（アプリケーション プログラミング インターフェ    

イス）

ASCII American Standard Code for Information Interchange（米国規格協会情報交換標準     
コード）

CA Certificate Authority（認証局）
CCX Cisco Compatible eXtensions

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol（ダイナミック ホスト コンフィギュレー     
ション プロトコル）

EAP Extensible Authentication Protocol（拡張認証プロトコル）
EAP-FAST Extensible Authentication Protocol—Flexible Authentication via Secure Tunneling      

（拡張認証プロトコル — セキュア トンネリングを介したフレキシブル認証）
EAP-GTC Extensible Authentication Protocol—Generic Token Card（拡張認証プロトコル —     

汎用トークン カード）
EAP-MSCHAPv2 Extensible Authentication Protocol—Microsoft Challenge Handshake Authentication     

Protocol Version 2（拡張認証プロトコル — マイクロソフト チャレンジ ハンド      
シェイク認証プロトコル バージョン 2）

EAP-TLS Extensible Authentication Protocol—Transport Layer Security（拡張認証プロトコ    
ル — トランスポート レイヤ セキュリティ）

ETW Event Tracing for Windows（Vista の Windows イベント トレーシング）
GPO Group Policy Object（グループ ポリシー オブジェクト）
LDAP Lightweight Directory Access Protocol

MITM Man-In-The-Middle（中間者攻撃）
MMC Microsoft Management Console（Microsoft 管理コンソール）
MSCHAPv2 Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2（マイクロソフ      

ト チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル バージョン 2）
OTP One-Time Password（1 回限りのパスワード）
OU Organizational Unit（組織ユニット）
PAC Protected Access Credential

PEAP Protected Extensible Authentication Protocol（保護された拡張認証プロトコル）
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PIN Personal Identification Number（暗証番号）
PKI Public-Key Infrastructure（公開キー インフラストラクチャ）
RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service（リモート認証ダイヤルイン ユーザ     

サービス）

RFC Request for Comments

SDK Software Development Kit（ソフトウェア開発キット）
SSID Service Set Identifier（サービス セット ID）
SSO Single Sign-On（シングル サインオン）
TKIP Temporal Key Integrity Protocol（一時キー統合プロトコル）
TLS Transport Layer Security（トランスレート レイヤ セキュリティ）
UPN User Principal Name（ユーザ プリンシパル名）
XML eXtensible Markup Language（拡張マークアップ言語）

表 G-1 略語の一覧（続き）

略語 完全表記
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