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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。 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
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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 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 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 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 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 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 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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