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本書に記載されている製品の仕様と情報は、予告なく変更される場合があります。本書内の記述、情報、および推奨事項は、すべて正確なものと考えら

れ、提示されていますが、明示か暗黙かを問わず、どのような保証もされていません。製品の使用についてはすべて、ユーザの責任となります。

製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に同梱される情報パケットに記録され、この記述の内容が本書に適用されます。ソフトウェア ラ
イセンスもしくは限定保証書が見つからない場合は、シスコの代理店に問い合わせて入手してください。

次の情報は、クラス A デバイスの FCC 規定に関するものです。この装置はテスト済みであり、FCC 規定の Part 15 に基づくクラス A デジタル デバイス
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、当該装置を商業環境で操作する場合、有害な干渉に対して妥当な保護を提供するように設

定されています。この装置は無線周波エネルギーを発生、使用し、また放射することもあります。取り扱い説明書に従って設置または使用しなかった場

合には、無線通信に有害な干渉を起こすことがあります。また、この装置を住宅で使用する場合は有害な干渉を起こすことがあり、ユーザ側の費用で干

渉防止措置を講じなければならない場合があります。 

次の情報は、クラス B デバイスの FCC 規定に関するものです。このマニュアルで解説している装置は、無線周波エネルギーを発生し、また放射すること
もあります。シスコのインストレーションに関する指示に従って設置されない場合には、ラジオやテレビの受信に干渉を起こす可能性があります。この

装置はテスト済みであり、FCC 規定の Part 15 の仕様に基づくクラス 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。この仕様は、住宅に設
置した場合にこのような干渉が起きないようになっています。しかし、いかなる特定の設置条件でも干渉が起きないことを保証するものではありません。 

シスコの書面による認証のない装置を変更すると、クラス A またはクラス B のデジタル装置に関する FCC 要件に準拠しなくなる恐れがあります。その
ような場合には、装置の使用権限が FCC 規定によって制限され、ラジオやテレビ通信への干渉を自己負担で解消しなければならない場合があります。

装置の電源を切ることによって、装置が干渉の原因であるかどうかを判断することができます。干渉がなくなれば、シスコの装置またはその周辺装置が

原因になっていることが考えられます。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る。

・ テレビまたはラジオから装置を遠ざける。

・ テレビやラジオから離れた場所に装置を移動する。

・ テレビまたはラジオとは別の回路のコンセントに装置の電源を差し込む（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）。 

この製品に対してシスコが認定していない変更を行った場合は、FCC 認定が無効となり、さらに製品を操作するユーザの権限を失うことになります。 

シスコが導入する TCP ヘッダ圧縮は、カリフォルニア大学バークレー校（UCB）により、UNIX オペレーティング システムの UCB パブリック ドメイン
バージョンの一部として開発されたプログラムを適応したものです。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

本書におけるその他の保証にもかかわらず、シスコの代理店が提供するドキュメント ファイルおよびソフトウェアはすべて、すべての欠陥に対して「無
保証」で提供されます。シスコおよび上記代理店は、商品性、特定目的適合、および非侵害の保証、もしくは取り引き、使用、または商慣行から発生す

る保証を含み、これらに限定することなく、明示または暗黙のすべての保証を放棄します。

シスコまたはその代理店は、本書の使用または使用不能から発生する逸失利益、もしくはデータの損失または損傷を含みますが、これらに限定されるこ

となく、すべての間接的、特別、二次的、または偶発的な損害に対して、シスコまたはその代理店がこの損害の可能性を通知されていた場合であっても、

責任を負うものではありません。

CCSP、Cisco Square Bridge のロゴ、Follow Me Browsing、および StackWise は、Cisco Systems, Inc. の商標です。Changing the Way We Work, Live, Play, and
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はじめに

この章では、『Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーショ

ン コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版』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。

この章では、次の項目について説明します。

• 対象読者（P. xiv）

• 目的（P. xiv）

• マニュアルの構成（P. xv）

• 表記法（P. xvi）

• 関連資料（P. xvi）

• 技術情報の入手方法（P. xvii）

• テクニカル サポート（P. xix）

• その他の資料および情報の入手方法（P. xxi）
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はじめに

対象読者

対象読者

このマニュアルは、Windows CE デバイスで Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアン

ト アダプタのインストール、設定、および管理の担当者を対象としています。読者は、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、Cisco Aironet 350 シリーズ クライアント アダプタについて説明し、そのイン

ストール、設定、トラブルシューティングの方法を説明します。

（注） このバージョンの『Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コン
フィギュレーション ガイド Windows CE 版』では、特にクライアント アダプタ ドライバおよびユー
ティリティ バージョン 2.60 について説明します。古いバージョンのクライアント アダプタ ソフト
ウェアを使用、インストール、またはアップグレードする場合は、このマニュアルの旧バージョン

を参照してください。

（注） クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 は、Cisco Aironet 340 シリー
ズ クライアント アダプタでの使用をサポートしていません。
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マニュアルの構成

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「製品概要」 では、クライアント アダプタと、そのハードウェアおよびソフトウェア コ
ンポーネントについて説明し、2 つの一般的なネットワーク構成を図示します。

• 第 2章「設置の準備」 では、安全性やシステム要件など、クライアント アダプタをインストー
ルする前に必要な情報を提供します。

• 第 3 章「クライアント アダプタのインストール」では、ドライバとクライアント ユーティリ
ティをインストールする手順について説明します。

• 第 4章「プロファイル マネージャの使用方法」では、ACU のプロファイル マネージャ機能を
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 5章「クライアント アダプタの設定」では、特定プロファイルの設定パラメータを変更する
方法について説明します。

• 第 6章「EAP 認証の使用方法」では、EAP 認証を使用するよう設定されたプロファイルが選択
される際に、発生する一連のイベントおよび必要な操作について説明します。

• 第 7章「診断の実行」では、ACU を使用して、ユーザレベルの診断を実行する方法について説
明します。

• 第 8章「慣例手順」では、ソフトウェアのアップグレードやアダプタの再起動など、クライア
ント アダプタに関する一般的なタスクの手順について説明します。

• 第 9章「トラブルシューティング」では、クライアント アダプタのインストールまたは操作時
に発生する可能性のある、一般的な問題の診断および解決方法について説明します。

• 付録 A「技術仕様」では、クライアント アダプタの物理構成、無線、電力、および規制に関す
る仕様を示します。

• 付録 B「適合宣言および規制に関する情報」では、クライアント アダプタの適合宣言および規
制に関する情報について説明します。

• 付録 C「チャネル、電力レベル、アンテナ ゲイン」では、世界の規制地域でサポートされてい
る IEEE 802.11b チャネルと、各規制地域で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 D「Windows CE .NET でのクライアント アダプタの設定」では、Windows CE .NET でのク
ライアント アダプタの設定および使用方法について説明します。

• 付録 E「サイト調査の実行」では、サイト調査の担当者を対象に、ACU を使用して、無線ネッ
トワーク内でインフラストラクチャ デバイスの最適な設置場所を決定する方法を示します。
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表記法

表記法

このマニュアルでは、次の表記法に従って手順および情報を記載します。

• コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

• 変数はイタリック体 で示しています。

• 設定パラメータは大文字で示しています。

• 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。

関連資料

Windows CE 向け Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタに関する情報は、次のマニュ

アルを参照してください。

• 『Release Notes for Cisco Aironet Client Utilities 2.60 and Driver 2.60 for Windows CE』

• 『Release Notes for Cisco Aironet 350 and CB20A Client Adapter Firmware 5.60.08』

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 技術文書には、次の URL からアクセスできます。

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

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html
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はじめに

技術情報の入手方法

技術情報の入手方法

シスコの製品マニュアル、テクニカル サポート、およびその他のリソースは、さまざまな方法で入

手することができます。ここでは、シスコ製品に関する技術情報を入手する方法について説明しま

す。

Cisco.com

WWW 上の次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手することができます。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

シスコの Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com

また、シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

シスコ製品の最新資料の日本語版は、次の URLからアクセスしてください。

http://www.cisco.com/jp

Documentation CD-ROM

シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、製品に付属の Cisco Documentation CD-ROM パッ

ケージでご利用いただけます。Documentation CD-ROM は毎月更新されるので、印刷資料よりも新

しい情報が得られます。この CD-ROM パッケージは、1 回単位、年 4 回または年間契約で入手する

ことができます。

Cisco.com 登録ユーザの場合、Cisco MarketPlace からオンラインで Documentation CD-ROM（Product

Number: DOC-CONDOCCD=）を発注できます。

http://www.cisco.com/go/subscription

マニュアルの発注方法（英語版）

英文マニュアルの発注方法については、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm

シスコ製品の英文マニュアルは、次の方法で発注できます。

• Cisco.com（Cisco Direct Customers）に登録されている場合、Networking Products MarketPlace か
らシスコ製品の英文マニュアルを発注できます。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml

• Cisco.com 登録ユーザの場合、Cisco MarketPlace からオンラインで Documentation CD-ROM
（Customer Order Number DOC-CONDOCCD=）を発注できます。

http://www.cisco.com/go/subscription

• Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合わせください。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/jp
http://www.cisco.com/go/subscription
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml
http://www.cisco.com/go/subscription
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技術情報の入手方法

シスコシステムズマニュアルセンター

シスコシステムズマニュアルセンターでは、シスコ製品の日本語マニュアルの最新版を PDF形式で

公開しています。また、日本語マニュアル、および日本語マニュアル CD-ROM もオンラインで発

注可能です。ご希望の方は、次の URLにアクセスしてください。

http://www2.hipri.com/cisco/

また、シスコシステムズマニュアルセンターでは、日本語マニュアル中の誤記、誤植に関するコメ

ントをお受けしています。次の URL の「製品マニュアル内容不良報告」をクリックすると、コメ

ント入力画面が表示されます。

http://www2.hipri.com/cisco/

なお、技術内容に関するお問い合わせは、この Web サイトではお受けできませんので、製品を購

入された各代理店へお問い合わせください。

http://www2.hipri.com/cisco/
http://www2.hipri.com/cisco/
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はじめに

テクニカル サポート

テクニカル サポート
シスコでは、あらゆる技術上の支援のための窓口として、Cisco TAC Web サイトを含む Cisco.com

を運営しています。お客様およびパートナーは Cisco TAC Web サイトからマニュアル、トラブル

シューティングに関するヒント、およびコンフィギュレーション例を入手できます。Cisco.com に

ご登録済みのお客様は、TAC ツール、ユーティリティなど、Cisco TAC Web サイトで提供するすべ

てのテクニカル サポート リソースをご利用いただけます。

Cisco.com

Cisco.com は、いつでもどこからでも、シスコの情報、ネットワーキング ソリューション、サービ

ス、プログラム、およびリソースにアクセスできる対話形式のネットワーク サービスを提供してい

ます。

Cisco.com では、次の目的に役立つ機能およびサービスを豊富に用意しています。

• ビジネス プロセスの合理化と生産性の向上

• オンライン テクニカル サポートによる技術上の問題の解決

• ソフトウェア パッケージのダウンロードおよびテスト

• シスコのトレーニング資料や製品の発注

• オンラインでのスキル査定、トレーニング、認定プログラムへの登録

次の URL から Cisco.com に登録されると、各ユーザに合った情報やサービスが得られます。

http://www.cisco.com

TAC（Technical Assistance Center）

シスコの製品、テクノロジー、またはソリューションについて技術的な支援が必要な場合には、TAC

をご利用いただくことができます。TAC では、2 種類のサポートを提供しています。Cisco TAC Web

サイトと Cisco TAC Escalation Center です。どのタイプのサポートをご利用になるかは、問題の緊急

性とサービス契約（該当する場合）に記載された条件によって決まります。

TAC へのお問い合せは、問題の緊急性に応じて分類されます。

• プライオリティ レベル 4（P4） ― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的なコンフィ
ギュレーションについて、情報または支援が必要な場合。

• プライオリティ レベル 3（P3） ― ネットワークのパフォーマンスが低下している場合。ネット
ワークの機能が著しく低下しているが、ほとんどの業務は継続できる状態です。

• プライオリティ レベル 2（P2） ― 実稼動環境のネットワークの処理能力が著しく低下し、業務
に重大な影響を及ぼした場合。現場では、問題の回避方法が見つからない状態です。

• プライオリティ レベル 1（P1） ― 実稼動環境のネットワークがダウンしており、すぐにサービ
スを復旧しないと、業務に致命的な損害が生じる場合。現場では、問題の回避方法が見つから

ない状態です。

http://www.cisco.com
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はじめに

テクニカル サポート

Cisco TAC Web サイト

Cisco TAC Web サイトでは、ユーザは P3 および P4 レベルの問題をユーザ自身で解決でき、費用と

時間を節約することができます。このサイトでは、オンライン ツール、知識ベース、ソフトウェア

に 24 時間アクセスできます。Cisco TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/tac

シスコとサービス契約を結んでいるお客様、パートナー、リセラーは、Cisco TAC Web サイトのす

べてのテクニカル サポート リソースをご利用いただけます。Cisco TAC Web サイトの一部のサー

ビスには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ログイン ID

またはパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってくださ

い。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

Cisco.com の登録ユーザは、Cisco TAC Web サイトで技術上の問題を解決できなかった場合、次の

URL からオンライン サービスを利用することができます。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

インターネットを利用する場合、P3 および P4 の問題については、状況を十分に説明し、必要な

ファイルを添付することができるよう、Cisco TAC Web サイトを利用することをお勧めします。

Japan TAC Webサイト

Japan TAC Webサイトでは、利用頻度の高い Cisco TAC Webサイト（http://www.cisco.com/tac）のド

キュメントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスして

ください。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ

トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Webサイトにアクセスするには、Cisco.comのログイン IDとパスワードが必要です。ロ

グイン IDとパスワードを取得していない場合は、次の URLにアクセスして登録手続きを行ってく

ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

Cisco TAC Escalation Center

Cisco TAC Escalation Center では、P1 および P2 レベルの問題に対応しています。このレベルに分類

されるのは、ネットワークの機能が著しく低下し、業務の運用に重大な影響がある場合です。Cisco

TAC Escalation Center にお問い合わせいただいた P1 または P2 の問題には、TAC エンジニアが対応

します。

TAC フリーダイヤルの国別電話番号は、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml

ご連絡に先立って、お客様が契約しているシスコ サポート サービスがどの契約となっているか（た

とえば、SMARTnet、SMARTnet Onsite、または Network Supported Accounts［NSA;ネットワーク サ

ポート アカウント］など）、お客様のネットワーク管理部門にご確認ください。また、ご連絡をい

ただく際には、お客様のサービス契約番号およびご使用の製品のシリアル番号をお手元にご用意く

ださい。

http://www.cisco.com/tac
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml


xxi
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版

OL-1375-05-J

はじめに

その他の資料および情報の入手方法

その他の資料および情報の入手方法

シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ

まな資料をオンラインおよび印刷物で入手できます。

• 『Cisco Product Catalog』には、シスコシステムズが提供するネットワーキング製品のほか、発
注方法やカスタマー サポート サービスについての情報が記載されています。『Cisco Product
Catalog』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html

• Cisco Press では、ネットワーク関連の出版物を幅広く発行しています。初心者から上級者まで、
さまざまな読者向けの出版物があります。『Internetworking Terms and Acronyms Dictionary』、
『Internetworking Technology Handbook』、『Internetworking Troubleshooting Guide』、『Internetworking

Design Guide』などです。Cisco Pressの最新の出版情報などについては、次の URL からアクセ
スしてください。

http://www.ciscopress.com

• 『Packet』は、シスコが発行する季刊誌で、業界の専門家にネットワーキング分野に関する最新
情報を提供します。『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac114/about_cisco_packet_magazine.html

• 『iQ Magazine』は、シスコが発行する季刊誌で、ネットワーキング業界に関する最新情報をビ
ジネス リーダーや意思決定者に提供します。『iQ Magazine』には、次の URL からアクセスして
ください。

http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/iqmagazine/index.html

• 『 Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担
当するエンジニア向けに、シスコが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』には、次の
URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html

• トレーニング ― シスコは、国際的なレベルのネットワーク関連トレーニングを実施していま
す。トレーニングの最新情報については、次の URLからアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac114/about_cisco_packet_magazine.html
http://business.cisco.com/prod/tree.taf%3fasset_id=44699&public_view=true&kbns=1.html
http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html 
http://www.cisco.com/en/US/learning/le31/learning_recommended_training_list.html
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製品概要

この章では、Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN 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（P.1-2）

• ハードウェア コンポーネント（P.1-3）

• ソフトウェア コンポーネント（P.1-4）

• クライアント アダプタを使用したネットワーク構成（P.1-7）
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クライアント アダプタの概要
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタは、固定、ポータブル、または

モバイルのデバイスと他の無線デバイスや有線ネットワーク インフラストラクチャの間で、透過的

な無線データ通信を可能にする 100mW（ミリワット）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

たアクセス ポイントからデータ パケットを透過的に転送することです。これらのアダプタは、ケー

ブルが無線接続に置き換えられていて、アクセス ポイントでの有線 LAN 接続が必要なことを除け

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、次の 2 つのタイプのクライアント アダプタについて説明します。

（注） 製品型番内の x は、カードの Wired Equivalent Privacy（WEP）レベルを示します。0 は WEP 機能が
ないことを、1 は 40 ビットの WEP を、2 は 128 ビットの WEP を表します。ただし、2 番目の x が
0 であっても型番に K9 が含まれるカードには、128 ビット WEP 機能が備わっています。

（注） クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 は、Cisco Aironet 340 シリー
ズ クライアント アダプタでの使用をサポートしていません。

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：PC カードと LM カードの双方を指します。

• PC カード または LM カード：特定のクライアント 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。

• PC カード（型番：AIR-PCM35x）：Type II または Type III の
外部 PC カード スロットを搭載しているすべてのデバイス
に挿入可能な IEEE 802.11b 準拠 2.4GHz 11Mbps PCMCIA
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、パーソナル デジタル アシスタント
（PDA）、ハンドヘルド デバイス、ポータブル デバイスなど
があります。

• LM カード（型番：AIR-LMC35x）：Type II または Type III の
内部 PC カード スロットを搭載しているデバイスに、通常は
プリインストールされている IEEE 802.11b 準拠 2.4GHz
11Mbps PCMCIA カードの無線モジュール。通常のホスト デ
バイスはハンドヘルド デバイスまたはポータブル デバイス
です。

CISCO AIRONET 340 SERIES
11 Mbps WIRELESS LAN ADAPTER

47
51
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CISCO AIRONET 340 SERIES
11 Mbps WIRELESS LAN ADAPTER

47
89
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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

Cisco Aironet 350 シリーズの PC カードおよび LM カードは、IEEE 802.11b 準拠のクライアント ア

ダプタです。これらのアダプタは、ライセンスが不要な 2.4GHz の Industrial Scientific Medical（ISM;

産業科学医療）バンドで動作する Direct-Sequence Spread Spectrum（DSSS; ダイレクト シーケンス ス

ペクトラム拡散）方式無線を内蔵しています。350 シリーズ 100mW無線では、最大 11Mbps で動作

する半二重無線チャネルでデータが転送されます。これらのカードをアドホック モード（ピアツー

ピア モード）で動作させると、他の IEEE 802.11b 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 340 シリーズ、

350 シリーズ、1100 シリーズ、および 1200 シリーズのアクセス ポイント（2.4GHz の無線機を持つ

もの）、および他の IEEE 802.11b 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。これらは室内外での使用が認められています。

DSSS テクノロジーでは、無線信号を幅広い周波数範囲に分散して送信し、受信側で信号を元の周

波数範囲に戻します。このテクノロジーの利点は、データ転送を妨害から保護できる点にあります。

たとえば、特定の周波数でノイズや妨害の影響を受けても、他の周波数で十分な冗長性が組み込ま

れているので、通常、クライアント アダプタはそのまま伝送を続行できます。

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。

• PC カードは、一体型の固定接続されたダイバーシティ 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 ポートの切り替えやサンプリングが 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（無
線周波数 ; RF）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 PC カード ス
ロットに差し込んだ状態でスロットの外に突き出すカード部分に組み込まれています。

• LM カードにはアンテナが同梱されていませんが、カードの外部コネクタを使ってアンテナを
接続できます。

（注） 出力レベル設定と外部アンテナを組み合わせて、放射電力が等価等方放射電力（EIRP）100mW を
超えるような場合は、欧州連合の各国、および欧州 R&TTE 指令または CEPT 勧告 Rec 70.03（また
はその双方）を採用している他の諸国では使用が認められません。これらの国々における出力レベ

ルとアンテナの適法な組み合せの詳細は、「RF 被曝に関する適合宣言」の項（P.B-6）および「最
大電力レベルとアンテナ ゲイン」の項（P.C-3）を参照してください。

LED

クライアント アダプタは、点灯または点滅によってアダプタのステータスやエラー メッセージを

伝える LED が 2 つ付いています。LED コードの意味については、第 9章を参照してください。
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ソフトウェア コンポーネント
クライアント アダプタの 3 つの主なソフトウェア コンポーネントは、無線ファームウェア、ドラ

イバ、およびクライアント ユーティリティです。

無線ファームウェア

ファームウェアは、クライアント アダプタのフラッシュ メモリに置かれ、アダプタの無線を制御

します。クライアント アダプタは、ファームウェアがフラッシュ メモリにインストールされた状

態で出荷されますが、より新しいバージョンのファームウェアを Cisco.com から入手できます。

（注） クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 には、ファームウェア バー
ジョン 5.60.08 の使用をお勧めします。第 8章で、クライアント アダプタのファームウェアのバー
ジョンを確認し、必要に応じてアップグレードする方法について説明します。

ドライバ

ドライバは、Windows CE デバイスとクライアント アダプタ間のインターフェイスを提供します。

これにより、Windows CE および Windows CE で実行されるアプリケーションと、クライアント ア

ダプタとの通信が実現します。アダプタを使用する前にドライバをインストールしておく必要があ

ります。第 3章で、ドライバのインストール手順を説明します。

クライアント ユーティリティ

Cisco Aironet クライアント アダプタでは、Aironet Client Utility（ACU）および Wireless Login Module

（WLM）という 2 つのクライアント ユーティリティを使用できます。これらのユーティリティは、

無線ファームウェアと対話してクライアント アダプタの設定を調整したり、アダプタに関する情報

を表示したりするオプションのアプリケーションです。クライアント ユーティリティおよびオンラ

イン ヘルプ ファイルは、ドライバとともにインストールされます。

ACU を使用すると、クライアント アダプタの設定プロファイルの作成、ユーザレベルの診断を実

行できます。ACU にはさまざまな機能があるので、このマニュアル全体を通して機能別に説明さ

れています。ただし、ユーティリティのインターフェイスに慣れるために、次にこのユーティリ

ティの概要を説明します。WLM を使用すると、RADIUS サーバへの認証のために一時的な LEAP

または EAP-FAST ユーザ名およびパスワードを入力できます。第 6章で、WLM に関する詳細な情

報と手順を説明します。

（注） Windows CE .NET が動作している Windows CE デバイスでは、ACU の代わりにオペレーティング
システムを介してクライアント アダプタを設定できます。詳細は、付録 D を参照してください。
ただし、ACU を使用してクライアント アダプタを設定することをお勧めします。

（注） このマニュアルに掲載されているすべてのウィンドウは、PPC 2002 または PPC 2003 デバイスのも
のです。他の Windows CE デバイスではウィンドウが多少異なります。
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ACU の概要

Profiles ウィンドウ（図 1-1 を参照）は、ACU の主要なウィンドウです。ACU を開くと、この画面

が表示されます。

図 1-1 Profiles ウィンドウ

ウィンドウの下部（PPC デバイスの場合）またはウィンドウの上部（HPC デバイスおよび Windows

CE .NET デバイスの場合）に並んでいる 5 つのタブで、次の ACU 機能をアクティブにできます。

• Profiles：プロファイル マネージャ機能を使用してクライアント アダプタのプロファイルを作
成および管理できます。第 4章で、この機能の使用方法を説明します。

• Firmware：クライアント アダプタに新しいファームウェアをロードできます。第 8章で、ファー
ムウェアをアップグレードする手順を説明します。

• Status：クライアント アダプタの現在のステータスを表示できます。第 7章で、ステータスの
表示に関する追加情報を説明します。

• Statistics：クライアント アダプタの送信、受信、MIC 統計情報を表示できます。第 7章で、統
計情報の表示に関する追加情報を説明します。

• Survey：サイト調査の担当者が無線ネットワーク内におけるインフラストラクチャ デバイスの
最適な配置を判断できるようにします。付録 Eで、サイト調査機能の使用方法を説明します。

Profiles ウィンドウの上部または下部にあるステータスバーは、クライアント アダプタの現在の状

態を示しています。ここに表示されるステータスは、Not Associated、Associated、Authenticated、Ad

Hoc Mode、および Cisco Wireless LAN Adapter Not Found です。
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Client Utility ウィンドウのボタン

Client Utility ウィンドウのボタンは特定の機能を実行するために使用されます。表 1-1 では、最も

一般的なボタンについて説明します。

表 1-1 Client Utility ウィンドウのボタン

ボタン 説明

Cancel 変更を保存しないでウィンドウを閉じる。

OK 変更を保存してウィンドウを閉じる。

Start テストを開始する。

Stop 実行中のテストを終了する。

X 変更を保存しないでウィンドウを閉じる。

? （HPC および Windows CE .NET

デバイスでのみ利用可能）

ウィンドウとそのパラメータに関する情報を提供する。
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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

セスポイントのハードウェア インストール ガイドを参照してください。

（注） クライアント アダプタ のネットワーク（またはインフラストラクチャ） モードの設定方法につい
ては、第 5章 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 1-2 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。

図 1-2 アドホック無線 LAN

47
52
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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、マイクロセルラ ネットワークを構築できます。

図 1-3 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、アクセス ポイントが使用可能である限り保持され

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 1-3 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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2

設置の準備

この章では、クライアント アダプタの設置前に確認すること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。

• 安全性に関する情報（P.2-2）

• クライアント アダプタの開梱（P.2-3）

• システム要件（P.2-4）

• サイト要件（P.2-5）
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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。

• 高利得の壁取り付け型または柱取り付け型アンテナを設置するには、専門知識が必要です。ま

た、30cm 未満の距離に人が近づけないように設置する必要があります。適切な設置要件に関
しては、専門の技術者、VAR、またはアンテナの製造業者にお問い合せください。

• 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。

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。

警告 ANSI C95.1 規格に明記されている RF 被曝制限値に準拠するため、PC カード クライアント アダ
プタを搭載したラップトップを使用する場合に、長時間にわたって送信または操作する際は、アダ

プタの一体型アンテナを自分の体または周囲の人から 5cm 以上離すようにしてください。ユーザ
とアンテナとの距離が 5cm 未満の場合は、ユーザへの被曝時間を制限することをお勧めします。
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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。リ

モート アンテナとその付属ケーブルは別送されます。

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。

• Quick Start Guide：Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタ

• Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタ CD

• シスコ製品の登録カード
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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。

• Type II または Type III PC カード スロットを搭載した、次のいずれかの Windows CE デバイス

－ ARM、StrongARM、MIPS、SH4、または X86 プラットフォームを使用し、Windows CE 3.0
が動作している HPC 2000 デバイス

－ ARM、StrongARM、MIPS、または SH3 プラットフォームを使用し、Windows CE 3.0 が動
作している PPC 2000 デバイス

－ StrongARM プラットフォームを使用し、Windows CE 3.0 が動作している PPC 2002 デバイス

－ StrongARM プラットフォームを使用し、Windows CE .NET 4.2 が動作している PPC 2003 デ
バイス

－ ARMv4T または MIPSII プラットフォームを使用し、Windows CE .NET 4.0 または 4.1 が動
作している Windows CE .NET デバイス

－ StrongARM（ARMv4）、ARMv4I、または X86 プラットフォームを使用し、Windows CE
.NET 4.2 が動作している Windows CE .NET デバイス

• Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ（PC カードまたは LM カー
ド）

（注） クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 は、Cisco 
Aironet 340 シリーズ クライアント アダプタでの使用をサポートしていません。

• クライアント アダプタ ファームウェア バージョン 5.60.08（推奨）

• Windows オペレーティング システムおよび Microsoft ActiveSync が動作しているラップトップ
または PC

• Windows CE デバイスへの ActiveSync 接続（シリアル、USB など）

• 無線ネットワークが EAP-FAST、EAP-TLS、PEAP 認証を使用する場合、PPC 2002、PPC 2003、
または Windows CE .NET 4.2 デバイス

• EAP-TLS 認証では Certificate Authority（CA）およびユーザ証明書、PEAP 認証では CA 証明書

• 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 認証を使用
する場合、次のものが必要になります。

－ OTP ベンダーから提供されたハードウェア トークン

－ ハードウェア トークンのパスワード

• システム管理者から次の情報を取得します。

－ Windows CE デバイスの論理名（クライアント名）

－ 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）

－ Windows CE デバイスに割り当てる、プライマリおよびセカンダリのドメイン ネーム シス
テム（DNS）および Windows インターネット ネーム サービス（WINS）

－ ネットワーク設定に DHCP サーバが含まれていない場合は、デバイスに割り当てる 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

－ 無線ネットワークで LEAP、EAP-FAST、PEAP 認証のいずれかを使用する場合は、その認
証に必要なユーザ名とパスワード

－ 無線ネットワークで EAP-TLS 認証を使用する場合は、EAP-TLS 認証のユーザ名

－ 無線ネットワークで手動 PAC プロビジョニングによる EAP-FAST 認証を使用する場合は、
Protected Access Credentials（PAC）ファイル
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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。付録 Dでは、サイト調査の担当

者を対象に、ACU のサイト調査ツールを使用して、無線ネットワーク内でインフラストラクチャ

デバイスの最適な配置場所を決定する方法を説明します。

（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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3

クライアント アダプタのインストール

この章では、クライアント アダプタのドライバおよびクライアント ユーティリティをインストー

ルする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。

• Windows CE バージョンの確認（P.3-2）

• ドライバとクライアント ユーティリティのインストール（P.3-3）

• インストールの確認（P.3-7）

• クライアント アダプタの設定方式の決定（Windows CE .NET の場合）（P.3-8）
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Windows CE バージョンの確認
クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティのインストール中に表示されるメッセージ

は（クライアント ユーティリティ ウィンドウと同様に）、使用する Windows CE デバイスによって

異なります。デバイスが使用している Windows CE バージョンを確認する手順は、次のとおりです。

• ご使用の Windows CE デバイスが Pocket PC（PPC）デバイスの場合、Start > Settings >System
タブ > About の順にタップします。Windows CE のバージョンが表示されます。

（注） バージョンが 4.20.xx の場合、デバイスは PPC 2003 です。バージョンが 3.00.xx の場合
は、ビルド番号を確認する必要があります。ビルド番号が 11178 より小さい場合は PPC
2000、それ以外の場合は PPC 2002 です。

• ご使用の Windows CE デバイスが Handheld PC（HPC）デバイスの場合、Start > Settings > Control
Panel > System > System タブの順にタップします。core system version は、デバイスが実行して
いる Windows CE のバージョンを示します（3.0 など）。

• ご使用の Windows CE デバイスが CE .NET デバイスの場合、Start > Settings > Control Panel > 
System の順にタップします。General タブの System の下に Windows CE のバージョンが表示さ
れます。
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ドライバとクライアント ユーティリティのインストール
WinCE-PCMCIA-LMC-v260.exe ファイルは自己解凍型の zip ファイルで、ドライバとクライアント

ユーティリティ（バージョン 2.60）のインストールに必要なすべてのファイルが解凍されます。こ

のファイルから解凍される主なインストール ユーティリティは、ceInstall.exe です。

クライアント アダプタのドライバとクライアント ユーティリティをインストールする手順は、次

のとおりです。

（注） この手順は、Windows CE デバイスにドライバおよびクライアント ユーティリティを最初にインス
トールするときに使用するものです。Cisco Aironet クライアント アダプタが既に Windows CE デバ
イスにインストールされている場合は、第 8章の手順に従って最初に既存のソフトウェアをアンイ
ンストールしてから、ここに記載する手順に従って新しいソフトウェアにアップグレードします。

（注） クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 には、ファームウェア バー
ジョン 5.60.08 の使用をお勧めします。第 8章で、クライアント アダプタのファームウェアのバー
ジョンを確認し、必要に応じてアップグレードする方法について説明します。

（注） クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 は、Cisco Aironet 340 シリー
ズ クライアント アダプタでの使用をサポートしていません。

（注） クライアント アダプタを Windows CE デバイスに挿入する前に、ドライバとクライアント ユーティ
リティをインストールする必要があります。

（注） クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 は、Cisco Aironet クライア
ント アダプタとともに出荷された CD ではまだ利用できません。古いバージョンのクライアント
アダプタとユーティリティをインストールする場合、このマニュアルの旧バージョンを参照して、

インストール、設定、操作手順を確認してください。

ステップ 1 Microsoft ActiveSync が動作しているラップトップまたは PC に Windows CE デバイスを接続します。

通常、シリアルまたは USB ケーブルを使って接続します。

Windows CE デバイス上に、ホストに接続中であることを示すメッセージが表示されます。Windows

CE デバイスが接続されると、New Partnership ウィンドウがラップトップまたは PC に表示されま

す。このウィンドウで、パートナーシップを設定するかどうかを尋ねられます。

（注） ActiveSync の最新バージョンをインストールすることをお勧めします。
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ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• ラップトップまたは PC と Windows CE デバイス間でのファイルの同期を可能にするパート
ナーシップを確立する場合、Yes を選択して Next をクリックします。そして、ウィンドウ上の
指示に従って同期するファイルを指定し、パートナシップの設定を完了します。

• ファイルを同期せず、「guest」として接続する場合は、No を選択し、Next をクリックします。
guest として接続したことがウィンドウに表示されます。

ステップ 3 ラップトップまたは PC の Web ブラウザを使用して次の URL にアクセスします。

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml

ステップ 4 Option #2: Aironet Wireless Software Display Tables を選択します。

（注） Display Tables 以外に Software Selector ツールを使用してソフトウェアをダウンロードする
こともできます。そのためには、Option #1: Aironet Wireless Software Selector を選択し、
ウィンドウの指示に従い、ステップ 9 に進みます。

ステップ 5 Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters をクリックします。

ステップ 6 Windows CE クライアント アダプタのドライバとユーティリティのセクションを探します。

ステップ 7 デバイスのオペレーティング システムに応じて、Windows CE 3.0 か Windows CE .NET のリンクを

クリックします。

ステップ 8 WinCE-PCMCIA-LMC-v260.exe ファイルをクリックします。

ステップ 9 暗号認証フォームに入力し、ソフトウェア使用許諾契約の条項を読み、同意します。

ステップ 10 WinCE-PCMCIA-LMC-v260.exe ファイルを再度クリックし、ダウンロードします。

ステップ 11 ファイルをラップトップ または PC のハード ドライブに保存します。

ステップ 12 Windows エクスプローラを使用してファイルを探し、それをダブル クリックして、ファイルをフォ

ルダ内に解凍します。

（注） 解凍したすべてのファイルは、必ず 1 つのフォルダに入れてください。これらのファイル
を別々の場所に移すと、ソフトウェアが正常に動作しなくなる可能性があります。

ステップ 13 ceInstall.exe ファイルをダブルクリックします。

ステップ 14 PPC 2002 デバイスを使用している場合、Install 802.1X Support ウィンドウが表示されます。EAP-TLS

または PEAP 認証を使用する場合は、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。

（注） Yes を選択すると、802.1X セキュリティにサポートを提供する、PPC 2002 802.1X バック
ポートがインストールされます。バックポートは、基盤の Windows CE オペレーティング
システムの一部となるため、アンインストールできません。

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml
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ステップ 15 PPC 2002、PPC 2003、または Windows CE .NET 4.2 デバイスを使用している場合、Cisco PEAP ウィ

ンドウが表示されます。Cisco PEAP 認証を使用する場合は、Install Cisco PEAP Support チェック
ボックスがオンになっていることを確認し、Next をクリックします。それ以外の場合は、Install
Cisco PEAP Support チェックボックスをオフにし、Next をクリックします。

（注） Cisco PEAP サプリカントをインストールし、後になって Microsoft PEAP サプリカントを使
用する必要が生じた場合は、Windows CE デバイスをデフォルトに戻し、クライアント ア
ダプタ ソフトウェアを再インストールする必要があります。

ステップ 16 PPC 2002 デバイスに 802.1X バックポートをインストールした場合、インストールの完了時にデバ

イスをリセットしなければならないことを伝えるメッセージが表示されます。OK をクリックしま

す。

ステップ 17 PPC 2002 デバイスを使用していない場合、Cisco Aironet Wireless LAN Adapter Setup ウィンドウが表

示されます。Next をクリックし、ActiveSync とともにインストールされた Windows CE Application 

Manager（CeAppMgr）を起動します。CeAppMgr は、Windows CE デバイスに問い合わせてプラッ

トフォームのタイプを調べます。

（注） もし、Windows CE デバイスがラップトップまたは PC に（ステップ 1のとおり）接続され
ていない場合は、Exit をクリックしてセットアップ プログラムを終了してから、Windows
CE デバイスを接続するか、Next をクリックしてインストールを続行してください。Exit を
選択したときは、OK をクリックして CeAppMgr をシャットダウンし、ステップ 1 からや
り直します。Next を選択したときは、モバイル デバイスが次に接続されたときに、ソフト
ウェアをダウンロードすることを示すメッセージが表示されます。OK をクリックします。
Windows CE デバイスが ActiveSync を介してラップトップまたは PC に接続されると、
CeAppMgr が自動的に起動し、ソフトウェアのインストールを求めるプロンプトが表示され
ます。

ステップ 18 Installing Applications ダイアログボックスで、デフォルトのアプリケーション インストール ディレ

クトリにクライアント アダプタをインストールするかどうかを尋ねられたら、Yes をクリックしま

す。デフォルトのディレクトリは、PPC デバイスでは ¥Windows¥Start Menu¥Programs¥Cisco、HPC

および Windows CE .NET デバイスでは ¥Windows¥Programs¥Cisco です。

クライアント アダプタ（および、PPC 2002 デバイスを使用している場合は 802.1X バックポート）

をインストール中であることを示す、メッセージと進捗バーが表示されます。

ドライバとヘルプ ファイルは ¥Windows ディレクトリにコピーされ、クライアント ユーティリティ

は、PPC デバイスでは ¥Windows¥Start Menu¥¥Programs¥Cisco ディレクトリ、HPC および Windows

CE .NET デバイスでは ¥Windows¥Programs¥Cisco ディレクトリにインストールされます。HPC およ

び Windows CE .NET デバイスでは、ACU と WLM へのショートカットが自動的にデスクトップに

追加されます。

ステップ 19 ラップトップまたは PC 上でインストール プロセスが完了すると、インストールの完了にさらに別

の手順が必要かどうかを確認するため、Windows CE デバイスのウィンドウを表示するよう求める

メッセージが表示されます。OK をクリックし、ラップトップまたは PC 上でのインストール プロ

セスを終了します。

ステップ 20 Windows CE デバイス上で必要な手順を完了します。
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ステップ 21 Windows CE デバイスの接続を解除します。

ステップ 22 PPC 2002 デバイス を使用中で、802.1X バックポートをインストールした場合、Windows CE デバイ

スをすぐにリセットしてください（インストール後のリセットが必要なことは、すでに通知されて

います）。

ステップ 23 クライアント アダプタを Windows CE デバイスの PC カード スロットに挿入します。クライアント

アダプタの具体的な挿入手順については、第 8章を参照してください。

Windows CE デバイスがクライアント アダプタを設定します。アダプタ上の緑色の LED が点滅しま

す。緑色の LED が点滅しない場合は、クライアント アダプタを取り外し、Windows CE デバイスを

リセットし、クライアント アダプタを再挿入してください。

ステップ 24 Cisco Wireless LAN Adapter Settings ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ ボックス

が表示されない場合は、次のいずれかを実行します。

• PPC 2003 の場合、 Start > Settings > Connections タブ > Connections > Advanced > Network Card
> Cisco Wireless LAN Adapter  の順にタップします。

• PPC 2002 デバイスの場合、 Start > Settings >Connections タブ > Network Adapters > Cisco 
Wireless LAN Adapter > Properties の順にタップします。

• HPC デバイスでは、 Start > Settings > Control Panel > Network > Adapters タブ > Cisco Wireless
LAN Adapter > Properties の順にタップします。

• Windows CE .NET デバイスでは、 Start > Settings > Network and Dial-up Connections > Cisco
Wireless LAN Client Adapter アイコンの順にタップします。

ステップ 25 次のいずれかを実行します。

• デバイスが DHCP サーバに接続されている場合は、Obtain an IP address via DHCP または Use
server-assigned IP address を選択し、OK をタップします。

• デバイスが DHCP サーバに接続されていない場合は、Specify an IP address または Use specific
IP address を選択し、次の手順に従います。

a. デバイスに割り当てる IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイを入力しま
す。これらは、システム管理者から入手できます。

b. Name Servers タブを選択し、デバイスに割り当てるプライマリおよびセカンダリの DNS およ
び WINS を入力します。これらは、システム管理者から入手できます。

c. OK をタップします。

ステップ 26 これで、ドライバとクライアント ユーティリティのインストールが完了しました。次の「インス

トールの確認」に進んで、インストールが成功したかどうかを確認します。
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インストールの確認

ドライバとクライアント ユーティリティを正しくインストールしたことを確認するには、クライア

ント アダプタの LED を確認します。インストールに成功すると、クライアント アダプタの緑色の

LED が点滅します。

（注） 正しくインストールされていなかったり、ドライバのインストール中またはインストール後に問題

が発生した場合は、第 9章のトラブルシューティング情報を参照してください。

これでクライアント アダプタが正しくインストールされました。デバイスで Windows CE .NET が

動作している場合を除き、第 4章に進み、クライアント アダプタにプロファイルを作成します。デ

バイスで Windows CE .NET が動作している場合は、「クライアント アダプタの設定方式の決定

（Windows CE .NET の場合）」の項（P.3-8）に進んでください。
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クライアント アダプタの設定方式の決定（Windows CE .NET の場合）
Windows CE .NET は、ACU を使用しないでクライアント アダプタを設定できる唯一の Windows CE

オペレーティング システムです。したがって、デバイスで Windows CE .NET を実行している場合、

オペレーティング システムと ACU のどちらを使用してクライアント アダプタを設定するか決定

する必要があります。表 3-1 で、Windows CE .NET と ACU のクライアント アダプタ関連の機能を

比較しているので参考にしてください。

次のいずれかを実行します。

• クライアント アダプタを Windows CE .NET ではなく ACU で設定し、PPC 2003 デバイスを使用
している場合、第 4章と第 5章の手順に従い、ACU でクライアント アダプタを設定します。

• クライアント アダプタを Windows CE .NET ではなく ACU で設定しており、PPC 2003 以外のデ
バイスを使用している場合、次の手順に従います。

a. Start > Settings > Network and Dial-up Connections > Cisco Wireless LAN Client Adapter ア
イコン > Wireless Networks タブの順にタップします。

b. Use Windows to configure my wireless network settings チェックボックスをオフにします。

c. 第 4章および第 5章の手順に従い、ACU を使用してクライアント アダプタを設定します。

• クライアント アダプタを ACU ではなく Windows CE .NET で設定する場合は、付録 Dを参照し
て、その手順に従います。

• クライアント アダプタを Windows CE .NET で設定し、ACU の診断ツールを使用する場合は、
付録 Dを参照して Windows CE .NET でアダプタを設定してから、第 7章の手順に従って ACU
の診断ツールを使用します。

表 3-1 Windows CE .NET と ACU のクライアント アダプタ関連機能の比較

機能 Windows CE .NET ACU

設定パラメータ 限定的 豊富

機能

プロファイルの作成 あり あり

無線ファームウェアのアップグレード なし あり

セキュリティ

静的な WEP あり あり

LEAP 認証と動的な WEP なし あり

LEAP 認証と WEP なし あり（Windows CE .NET 

4.2 デバイス上）

EAP-FAST 認証と動的な WEP なし あり

EAP-FAST 認証と WPA なし あり（Windows CE .NET 

4.2 デバイス上）

EAP-TLS 認証と動的な WEP あり（Windows CE .NET 

4.2 デバイス上）

あり（PPC 2002 

デバイス上）

PEAP 認証と動的な WEP あり（Windows CE .NET 

4.2 デバイス上）

あり（PPC 2002 

デバイス上）

診断

ステータス ウィンドウ 限定的 豊富

統計ウィンドウ（送受信） なし あり

サイト調査ツール なし あり
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4

プロファイル マネージャの使用方法

この章では、ACU のプロファイル マネージャ機能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。

• プロファイル マネージャの概要（P.4-2）

• プロファイル マネージャの開始（P.4-2）

• プロファイルの新規作成（P.4-3）

• アクティブ プロファイルの選択（P.4-4）

• プロファイルの修正（P.4-5）
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プロファイル マネージャの概要
ACU のプロファイル マネージャ機能を使用すると、クライアント アダプタに対して最大 16 個の

プロファイル（または保存済み設定パラメータの名前付きグループ）を作成および管理できます。

これらのプロファイルによって、異なった設定情報が要求されるさまざまな場所でクライアント ア

ダプタを使用できるようになります。たとえば、クライアント アダプタを会社、自宅、および空港

などの公共エリアで使い分けるためにプロファイルを設定できます。プロファイルを作成しておけ

ば、それらを簡単に切り替えることができるので、新たな場所に行くたびにクライアント アダプタ

を設定し直す必要がありません。

プロファイルは、Windows CE デバイスのレジストリに保存されます。これらが消失するのは、デ

バイスがデフォルトに戻されたときか（ハード リセット）、プライマリとバックアップの両方のバッ

テリの充電が切れたときだけです。

プロファイル マネージャの開始
ACU のプロファイル マネージャを開くには、デスクトップの ACU アイコンをダブルタップする

か、Start > Programs > Cisco > ACU の順にタップします。Profiles ウィンドウが表示されます（図

4-1 を参照）。

図 4-1 Profiles ウィンドウ

プロファイル マネージャを使用すると、プロファイルの管理に関連する次のタスクを実行できます。

• プロファイルの新規作成（P.4-3を参照）

• アクティブ プロファイルの選択（P.4-4を参照）

• プロファイルの編集（P.4-5を参照）

• プロファイルの名称変更（P.4-5 を参照）

• プロファイルの削除（P.4-6を参照）

上記のページを参照して、必要なタスクを実行してください。
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プロファイルの新規作成

プロファイルを新規作成する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Profiles ウィンドウの Add ボタンをタップします。Profilex という名前の新しいプロファイルが 

Manage Profiles ボックスに表示されます（x は、プロファイル番号）。

ステップ 2 プロファイル名を Profilex から、自分の好きな名前（たとえば、Office、Home など）に変更するに

は、ここでその名前を入力します。

（注） 最大 80 文字まで入力できますが、ウィンドウ サイズが限られているため、長いプロファイ
ル名は全体が表示されない可能性があります。

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• このプロファイルでデフォルト値が使用されるようにする場合は、ウィンドウの空白部分を

タップします。作成したプロファイルが、Manage Profiles ボックスのプロファイルのリストに
追加されます。

• 設定パラメータの値を変更する場合は、Edit ボタンをタップします。Properties ウィンドウにプ
ロファイル名が引用符で囲まれて表示されます。第 5章の手順に従って、このプロファイルの
設定パラメータを変更します。

ステップ 4 別のプロファイルを作成する場合は、上記の手順を繰り返します。
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アクティブ プロファイルの選択
クライアント アダプタで使用するプロファイルを指定する手順は、次のとおりです。

（注） EAP-TLS および PEAP 認証は ACU では有効ではないため、単に ACU でプロファイルを切り替え
るだけでは、これらの認証タイプを切り替えることはできません。PPC 2002 デバイスでは、ホス
ト ベース EAP を使用するプロファイルを ACU で作成できますが、Authentication Manager で特定
の認証タイプを有効にする必要があります。また、一度に設定できるのは、1 つの認証タイプだけ
です。そのため、ACU でホストベース EAP を使用するプロファイルが複数あり、別の認証タイプ
を使用する場合は、ACU でプロファイルを切り替えた後、Authentication Manager で認証タイプを
変更する必要があります。PPC 2003 では、ACU でアクティブ プロファイルとして <External 
Settings> を選択した後、Windows CE .NET でクライアント アダプタを設定する必要があります。

ステップ 1 Profiles ウィンドウに移動します（図 4-1 を参照）。

ステップ 2 Select Active Profile ドロップダウン メニューから、アクセス ポイントとの接続を確立するためにク

ライアント アダプタで使用するプロファイルを選択します。

（注） Windows CE .NET デバイスの <External Settings> プロファイル オプションは、ACU プロファ
イルを無効にし、オペレーティング システムまたは ACU 以外のアプリケーションがクラ
イアント アダプタを設定できるようにします。オペレーティング システムでカードを設定
し、ACU の診断ツールを使用する場合は、このオプションを選択する必要があります。
Windows CE .NET でクライアント アダプタを設定する手順については、付録 D を参照して
ください。

クライアント アダプタは選択されたプロファイルを使用して直ちに起動します。選択されたプロ

ファイルを使用して、アクセス ポイントへのアソシエートに失敗したり、アソシエートが失われた

りした場合でも、クライアント アダプタは別のプロファイルを使用してアソシエートし直そうとは

しません。アソシエートするには、別のプロファイルを選択する必要があります。
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プロファイルの修正

この項では、既存のプロファイルを修正する手順について説明します。プロファイルの編集、名称

変更、または削除を行うには、次の手順に従います。

プロファイルの編集

ステップ 1 Profiles ウィンドウに移動します（図 4-1 を参照）。

ステップ 2 Manage Profiles ボックスで、編集するプロファイルを選択して Edit ボタンをタップするか、そのプ
ロファイルをダブルタップします。Properties ウィンドウにプロファイル名が引用符で囲まれて表示

されます。

ステップ 3 第 5章の手順に従って、このプロファイルの設定パラメータを変更します。

プロファイルの名称変更

ステップ 1 Profiles ウィンドウに移動します（図 4-1 を参照）。

ステップ 2 Manage Profiles ボックスで、名前を変更するプロファイルを選択して Rename ボタンをタップする

か、そのプロファイルを 2 回タップします（ダブルタップよりも長い間隔を空けて）。プロファイ

ルが強調表示されます。

ステップ 3 プロファイルの新しい名前を入力します。

（注） 最大 80 文字まで入力できますが、ウィンドウ サイズが限定されるため、長いプロファイル
名は全体が表示されない可能性があります。

ステップ 4 ウィンドウの空白部分をタップし、変更を保存します。プロファイルの名前が変更され、プロファ

イルのリストに追加されます。
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プロファイルの削除

ステップ 1 Profiles ウィンドウに移動します（図 4-1 を参照）。

ステップ 2 Manage Profiles ボックスで、削除するプロファイルを選択します。

（注） アクティブ プロファイルは削除できません。

ステップ 3 Delete ボタンをタップします。

ステップ 4 決定を確認するプロンプトが表示されたら、Yes をタップします。プロファイルが削除されます。
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5

クライアント アダプタの設定

この章では、ACU を使用して特定のプロファイルの設定パラメータを変更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。

• クライアント アダプタの設定（P.5-2）

• セキュリティ機能の概要（P.5-12）

• 静的 WEP キーの使用（P.5-21）

• LEAP の有効化（P.5-24）

• EAP-FAST の有効化（P.5-26）

• ホストベース EAP の有効化（P.5-30）

• LEAP、EAP-FAST、またはホストベース EAP の無効化（P.5-37）
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クライアント アダプタの設定
Profiles ウィンドウでプロファイルの新規作成または既存プロファイルの編集を選択すると、

Properties ウィンドウにプロファイル名が引用符で囲まれて表示されます。このウィンドウで、その

プロファイルの設定パラメータを設定できます。次の手順に従って、Properties ウィンドウにアクセ

スし、設定プロセスを完了します。

（注） 変更しない設定パラメータには、デフォルト値が使用されます。

ステップ 1 Profiles ウィンドウでプロファイルを作成または選択し、Edit ボタンをタップすると、Properties ウィ

ンドウが表示されます（図 5-1 を参照）。

図 5-1 Properties ウィンドウ

Property ボックスには、変更可能な設定パラメータが一覧表示されます。Value ボックスには、強調

表示されたパラメータの現在の値が含まれます。Value ボックスは、選択可能な複数の候補値を含

むドロップダウン メニューや、文字を入力できる空白のフィールドとして表示されます。

ステップ 2 表 5-1 は、クライアント アダプタの設定パラメータを示しています。パラメータの初期設定や変更

を行うには、表の説明に従ってください。

（注） セキュリティ パラメータ（Network Security Type、WEP、User Name、User Password、User 
Domain、PAC Provisioning Mode、および PAC Authority）はさらに動作を必要とするため、
表の最後にまとめてあります。
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表 5-1 クライアント アダプタ 設定パラメータ

パラメータ 説明

SSID service set identifier（SSID;サービス セット ID）は、アクセスする個々の無線ネットワークを特

定します。

値の範囲： 32 文字までの文字を入力可能（大文字 /小文字の区別あり）

デフォルト：空白

（注） このパラメータを空白にしておくと、クライアント アダプタは、ブロードキャスト SSID
を使用できるように設定されているネットワーク上のすべてのアクセス ポイントにア
ソシエートできます（アクセス ポイント管理システムの AP Radio Hardware ページを参
照してください）。クライアント アダプタが通信するアクセス ポイントがブロードキャ
スト SSID を使用できるよう設定されていない場合は、このパラメータの値がアクセス
ポイントの SSID と一致している必要があります。一致していないと、クライアント ア
ダプタはネットワークにアクセスできません。

Client Name Windows CE デバイスの論理名。このパラメータにより、管理者はすべての MAC アドレスを記

憶しなくても、アクセス ポイントに接続されているデバイスを特定できます。この名前は、ア

クセス ポイントの接続デバイス リストに表示されます。

値の範囲：16 文字まで入力可能

デフォルト：空白

（注） ネットワーク上の各コンピュータには一意のクライアント名を付ける必要があります。

Infrastructure Mode クライアント アダプタをインストールするネットワークのタイプを指定します。

オプション：Yes または No

デフォルト：Yes

Infrastructure Mode 説明

あり 無線ネットワークがアクセス ポイント経由で有線イーサネット

ネットワークに接続されていることを示します。

なし 通常アドホック、またはピア ツー ピア モードと呼ばれます。無

線ネットワークが、アクセス ポイント経由で有線イーサネット

ネットワークに接続されていない少数の無線デバイスから構成

されていることを示します。
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Power Save Mode クライアント アダプタを最適な電力消費モードに設定します。

オプション：CAM、Fast PSP、Max PSP

デフォルト：Fast PSP（Power Save Mode）

Power Save Mode 説明

CAM（Constantly Awake Mode）常に電源が投入された状態でクライアント アダプタが保持され

るので、メッセージの応答時間にほとんど遅れが生じません。

最も電力を消費しますが、最高のスループットを実現します。デ

スクトップ コンピュータおよび AC 電源を使用するデバイスに

適しています。

Fast PSP（Power Save Mode） ネットワーク トラフィックに応じて、PSP モードと CAM モー

ドを切り替えます。大量のパケットを受信するときは CAM モー

ドに切り替わり、パケットの受信が完了すると PSP モードに戻

ります。

電力消費を抑えつつ、Max PSP モードよりも高いスループット

を必要とする場合に適しています。

Max PSP（Max Power Savings）クライアント アダプタへの着信メッセージをアクセス ポイント

でバッファリングさせます。クライアント アダプタは定期的に

起動してアクセス ポイントをポーリングし、バッファに待機中

のメッセージがないかどうかを確認します。アダプタはそれぞ

れのメッセージを要求してから、スリープ モードに戻ります。

電力を最も節約できますが、スループットは最も低くなります。

電力消費を抑えることが重要なデバイス（バッテリ持続時間の

短いデバイスなど）に適しています。

表 5-1 クライアント アダプタ 設定パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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Authentication Type クライアント アダプタがアクセス ポイントへの認証を試みる方法を定義します。

オプション：Open、Shared Key

デフォルト：Open

認証 説明

Open 認証 WEP の設定に関係なく、クライアント アダプタはアクセス ポイ

ントへの認証と通信を試みることができます。クライアント ア

ダプタで LEAP、EAP-FAST、またはホストベース EAP が有効に

なっている場合、Open 認証が利用できる唯一のオプションです。

Shared Key 認証 クライアント アダプタが、同じ WEP キーを持つアクセス ポイ

ントとだけ通信できるようにします。このオプションは、Static

WEP Keys が選択されている場合にだけ利用できます。

アクセス ポイントは既知の暗号化されていない「身元証明要求

パケット」をクライアント アダプタに送信します。クライアン

ト アダプタはそのパケットを暗号化して、アクセス ポイントに

返送します。

アクセス ポイントは暗号化されたパケットの復号化を試み、そ

の成功または失敗を通知する認証応答パケットをクライアント

アダプタに送り返します。

（注） Shared Key 認証は、セキュリティ上のリスクが伴うので、使用しないことをお勧めしま
す。

Mixed Mode クライアント アダプタが WEP および非 WEP アソシエーションの双方を許可しているアクセス

ポイントにアソシエートできるかどうかを表します。

• クライアント アダプタがアソシエートするアクセス ポイントでWEP が Optional に設定さ
れており、クライアント アダプタで WEP が有効になっている場合、アダプタで Mixed Mode
を有効にする必要があります。そうしないと、クライアント アダプタはアクセス ポイント
と接続を確立できません。

• クライアント アダプタがアソシエートするアクセス ポイントで、WEP が Optional に設定さ
れていない場合は、アダプタで Mixed Mode を Disabled に設定する必要があります。

オプション：Enabled または Disabled

デフォルト：Disabled

（注） セキュリティ上の理由により、同じセルに WEP 対応と非 WEP 対応のクライアントが両
方存在することはお勧めできません。これは、WEP を使用しているクライアントにも、
暗号化されていないブロードキャスト パケットが送信されてしまうためです。

表 5-1 クライアント アダプタ 設定パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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World Mode アソシエート先のアクセス ポイントも World Mode に設定されていれば、そのアクセス ポイン

トの最大送信電力レベルおよび周波数範囲をクライアント アダプタで受け入れることが可能に

なります。このパラメータは、海外出張の多いユーザが、異なる規制地域のアクセス ポイント

にクライアント アダプタをアソシエートできるようにするためのもので、インフラストラク

チャ モードでしか使用できません。

オプション：Enabled または Disabled

デフォルト：Disabled

（注） World Mode を有効にした場合は、クライアント アダプタを使用する国の規制機関で許
可されている最大送信電力レベルだけが利用可能になります。

Data Rates 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）との間でパケットを送受信する速度を指定します。

インフラストラクチャ モードの場合は Auto を選択し、アドホック モードの場合は特定のデー

タ レートを設定することをお勧めします。

オプション：Auto、1Mb Only、2Mb Only、5.5Mb Only、11Mb Only

デフォルト：Auto

データ レート 説明

Auto 可能な場合は 11Mbps データ レートを使用し、必要に応じて低

いデータ レートに下げます。

1Mb Only 無線範囲は最大ですが、スループットは最も低くなります。

2Mb Only 1Mbps Only オプションよりも通信範囲は狭くなりますが、ス

ループットは高くなります。

5.5Mb Only 2Mbps Only オプションよりも通信範囲は狭くなりますが、ス

ループットは高くなります。

11Mb Only スループットは最大ですが、無線範囲は最も狭くなります。

（注） クライアント アダプタのデータ レートは、Auto に設定するか、通信先のアクセス 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）と同じレートにする必要があります。そうしないと、クライアント アダプタ
が通信先とアソシエートできない可能性があります。

表 5-1 クライアント アダプタ 設定パラメータ（続き）

パラメータ 説明



第 5 章     クライアント アダプタの設定
クライアント アダプタの設定

5-7
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版

OL-1375-05-J

Transmit Power クライアント アダプタの送信時の電力レベルを定義します。この値を、各国の規制機関（米国

では FCC、カナダでは DOC、ヨーロッパでは ETSI、日本では MKK）で許可されている値より

高くすることはできません。

オプション：Max、100mW、50mW、30mW、20mW、5mW、または 1mW

デフォルト：Max（クライアント アダプタにプログラミングされているレベルのうち、アダプ

タを使用する国の規制当局で許可される最大レベル）

（注） 送信電力レベルを下げると、バッテリーの電力を節約できますが、無線範囲が狭まりま
す。

（注） クライアント アダプタが実行中の場合、ACU はアダプタにクエリーを送り、アダプタ
にプログラミングされている設定を表示します。クライアント アダプタが実行中ではな
い場合、ACU は最後に認識された無線タイプに基づいて電力レベル オプションを表示
します。

（注） World Mode を有効にした場合は、クライアント アダプタを使用する国の規制機関で許
可されている最大送信電力レベルだけが利用可能になります。

（注） 旧バージョンの 350 シリーズ クライアント アダプタを使用している場合は、電力レベ
ルがここに記載されているものと異なる場合があります。

Offline Channel Scan 信号強度が 50% を下回る場合、同じ SSID を持つ、より適当なアクセス ポイントをクライアン

ト アダプタが周期的にスキャンします。

オプション：Enabled または Disabled

デフォルト：Enabled

表 5-1 クライアント アダプタ 設定パラメータ（続き）

パラメータ 説明



第 5 章     クライアント アダプタの設定
クライアント アダプタの設定

5-8
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版

OL-1375-05-J

WEP クライアント アダプタが使用する Wired Equivalent Privacy（WEP）のタイプを指定します。

オプション：No WEP、Static WEP Keys、Dynamic WEP Keys

デフォルト：No WEP

WEP 説明

No WEP クライアント アダプタの WEP を無効にします。

Static WEP Keys 有効な WEP キーの入力後、クライアント アダプタで静的 WEP

を有効にします。

（注） 静的 WEP キーを入力し、WEP を有効にする手順につい
ては、ステップ 3 に進んでください。

Dynamic WEP Keys EAP 認証中に自動的に取得される WEP キーを有効にします。

Network Security Type を LEAP か EAP-FAST に設定した場合は、

自動的に Dynamic WEP Keys に設定されます。PPC 2002 デバイ

スで Network Security Type を Host Based EAP に設定した場合、

WEP パラメータを Dynamic WEP Keys に設定する必要がありま

す。

（注） 動的 WEP キーの設定手順については、ステップ 3 に進
んでください。

表 5-1 クライアント アダプタ 設定パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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Network Security Type クライアント アダプタが使用する 802.1X 認証のタイプを指定します。

オプション：None、LEAP、EAP-FAST、Host Based EAP

デフォルト：None

Network Security Type 説明

None クライアント アダプタで 802.1X 認証を無効にします。

LEAP クライアント アダプタで LEAP 認証を使用することを指定しま

す。

（注） LEAP を有効にする手順については、ステップ 3 に進ん
でください。

EAP-FAST クライアント アダプタで EAP-FAST 認証を使用することを指定

します。

（注） EAP-FAST を有効にする手順については、ステップ 3 に
進んでください。

LEAP(WPA) クライアント アダプタで LEAP 認証と Wi-Fi Protected Access

（WPA）を使用するよう指定します。

（注） LEAP と WPA を有効にする手順については、ステップ 3
に進んでください。

EAP-FAST(WPA) クライアント アダプタで EAP-FAST 認証と WPA を使用するよ

う指定します。

（注） EAP-FAST と WPA を有効にする手順については、ス
テップ 3 に進んでください。

Host Based EAP

（PPC 2002 デバイスの場合）

オペレーティング システムがサポートしている 802.1X 認証タ

イプをクライアント アダプタが使用することを指定します。

（注） ホストベース EAP を有効にする手順については、ステッ
プ 3 に進んでください。

User Name WLM にクレデンシャルを入力せず、保存された LEAP または EAP-FAST クレデンシャルを使

用する場合、このパラメータで指定したユーザ名が保存され、認証に自動的に使用されます。こ

のパラメータは、Network Security Type が LEAP か EAP-FAST に設定されている場合にだけ利用

できます。

（注） LEAP または EAP-FAST ユーザ名の入力手順については、ステップ 3 に進んでください。

表 5-1 クライアント アダプタ 設定パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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User Password WLM にクレデンシャルを入力せず、保存された LEAP または EAP-FAST クレデンシャルを使

用する場合、このパラメータで指定したパスワードが保存され、認証に自動的に使用されます。

このパラメータは、Network Security Type が LEAP か EAP-FAST に設定されている場合にだけ利

用できます。

（注） LEAP または EAP-FAST パスワードの入力手順については、ステップ 3 に進んでくださ
い。

User Domain WLM にクレデンシャルを入力せず、保存された LEAP または EAP-FAST クレデンシャルを使

用する場合、必要に応じてこのパラメータで指定したドメイン名が保存され、認証に自動的に

使用されます。このパラメータは、Network Security Type が LEAP か EAP-FAST に設定されてい

る場合にだけ利用できます。

（注） LEAP または EAP-FAST ドメイン名の入力手順については、ステップ 3 に進んでくださ
い。

PAC Provisioning Mode このプロファイルで自動または手動 Protected Access Credentials（PAC）プロビジョニングを有

効にします。このパラメータは、Network Security Type が EAP-FAST に設定されている場合にだ

け利用できます。

オプション：Automatic、Manual

デフォルト：Automatic

PAC Provisioning Mode 説明

Automatic 自動 PAC プロビジョニングを有効にします。PAC ファイルは必

要に応じて自動的に取得されます（たとえば、PAC の期限が切

れたとき、クライアント アダプタが異なるサーバにアクセスす

るとき、EAP-FAST ユーザ名が前にプロビジョニングされた

PAC に一致しないときなど）。

Manual 手動 PAC プロビジョニングを有効にします。PAC 認定機関を選

択するか、PAC ファイルを手動でインポートします。

（注） LDAP ユーザ データベースは手動 PAC プロビジョニングだけをサポートします。 Cisco
Secure ACS 内部ユーザ データベース、Cisco Secure ODBC ユーザ データベース、および
Windows NT/2000/2003 ドメイン ユーザ データベースは、自動および手動 PAC プロビ
ジョニングの双方をサポートしています。

（注） プロビジョニングが実行されるのは、PAC の内部ネゴシエーション時、または PAC の
期限切れのときだけです。PAC はプロビジョニングされた後、認証トランザクションを
保護するキーとして動作します。

（注） 自動 PAC プロビジョニングを有効化、または PAC ファイルを手動でインポートする手
順については、ステップ 3 に進んでください。

表 5-1 クライアント アダプタ 設定パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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ステップ 3 セキュリティ機能（静的 WEP、LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、または PEAP）を使用する場合、下

記の「セキュリティ機能の概要」の項を読み、有効にするセキュリティ機能に関する指示に従って

ください。

ステップ 4 Properties ウィンドウで OK をタップし、変更を保存します。編集したプロファイルがアクティブ

プロファイルで、クライアント アダプタが挿入されている場合、変更は直ちに適用されます。

PAC Authority 以前に PAC をプロビジョニングするのに使用したすべての PAC 認定機関の名前が含まれます。

このプロファイルで手動プロビジョニングが設定されている場合、PAC 認定機関を選択するか、

PAC ファイルをインポートする必要があります。このパラメータは、Network Security Type が

EAP-FAST に設定されている場合にだけ利用できます。

（注） PAC 認定機関を選択する手順については、ステップ 3 に進んでください。

表 5-1 クライアント アダプタ 設定パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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セキュリティ機能の概要

Windows CE でクライアント アダプタを使用するときは、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の転送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、アダプタに静的に関連付けることも、

EAP 認証プロセスの一部として動的に作成することもできます。使用する WEP キーのタイプは、

以下の「静的 WEP キー」および「EAP（動的 WEP キーを使用）」の項を参考に決めてください。

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 キーの長さは、静的または動的にかかわらず、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。

（注） WEP キーをさらに安全にする 3 つの機能に関する情報は、「新しい WEP キー セキュリティ機能」
の項（P.5-16）を参照してください。

静的 WEP キー

無線ネットワーク内の各デバイス（またはプロファイル）は、最大 4 つの WEP キーに割り当てる

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 キーは書き込み専用の一時的なものですが、クライアント アダプタを挿入するたび、あ

るいは Windows CE デバイスをリセットするたびに入力し直す必要はありません。これは、キーが

Windows CE デバイスのレジストリに保存されるためです。このキーは、セキュリティ上の理由に

より、暗号化された形で保存されます。ドライバは、クライアント アダプタのレジストリ パラメー

タをロードして読み取ると、静的 WEP キーを検出し、復号化して、アダプタの揮発性メモリに保

存します。

ACU Properties ウィンドウでは、クライアント アダプタに対する現在の WEP キーの設定を確認し

てから、新しい WEP キーを割り当てたり、既存の WEP キーを上書きしたりできます。また、静的

WEP キーを有効または無効にできます。手順については、「静的 WEP キーの使用」の項（P.5-21）

を参照してください。

EAP（動的 WEP キーを使用）

無線 LAN のセキュリティに関する新しい規格は、米国電気電子技術者協会（IEEE）で定義されて

いるように、802.1X for 802.11、または簡単に 802.1X と呼ばれています。802.1X とそのプロトコル

Extensible Authentication Protocol（EAP; 拡張認証プロトコル）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 Remote Authentication Dial-In User Service

（RADIUS）サーバなどを指します。

ACU では、Windows CE デバイスで使用する次の 802.1X 認証タイプを 3 つまで選択できます。

• EAP-Cisco Wireless（LEAP）：LEAP のサポートは、Windows CE オペレーティング システムで
はなく、クライアント アダプタのファームウェアと、そのファームウェアをサポートするシス
コ ソフトウェアによって提供されます。LEAP をサポートする RADIUS サーバには、Cisco
Secure ACS バージョン 2.6 以降、Cisco Access Registrar バージョン 1.7 以降、および Funk Software
の Steel-Belted RADIUS バージョン 3.0 以降があります。
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LEAP は ACU で有効にし、保存された LEAP ユーザ名とパスワードを ACU に入力するか、ま
たは、一時的な LEAP ユーザ名とパスワードを WLM に入力します。ユーザ名とパスワードは、
クライアント アダプタがアクセス ポイント経由で RADIUS サーバとの相互認証を実行するた
めに使用されます。一時的な LEAP ユーザ名とパスワードはクライアント アダプタの揮発性メ
モリに保存され、LEAP プロファイルが選択される際、クライアント アダプタが取り出し /再
挿入される際、または Windows CE デバイスがリセットされる際には、毎回再入力する必要が
あります。

• EAP-FAST：PPC 2002、PPC 2003、Windows CE .NET 4.2 デバイス上で使用可能な認証タイプ
（Flexible Authentication via Secure Tunneling）です。EAP-FAST は、3 フェーズのトンネル化され
た認証プロセスを使用し、高度な 802.1X EAP 相互認証を行います。

－ フェーズ 0 では、クライアントが必要に応じて Protected Access Credentials（PAC）を動的
にプロビジョニングできるようにします。このフェーズ中に、ユーザとネットワークの間

で PAC は安全に生成されます。

－ フェーズ 1 では、PAC を使用して、クライアントと RADIUS サーバ間で相互認証された安
全なトンネルを確立します。EAP-FAST をサポートする RADIUS サーバには、Cisco Secure
ACS バージョン 3.2.3 以降などがあります。

－ フェーズ 2 は、確立されたトンネルでクライアントの認証を実行します。

EAP-FAST は ACU で有効にし、保存される EAP-FAST ユーザ名とパスワードを ACU に入力す
るか、または、一時的な EAP-FAST ユーザ名とパスワードを WLM に入力します。また、自動
または手動 PAC プロビジョニングが ACU で有効にされます。クライアント アダプタは、アク
セス ポイントを介した RADIUS サーバとの相互認証を実行するためにユーザ名、パスワード
および PAC を使用します。一時的な EAP-FAST ユーザ名とパスワードはクライアント アダプ
タの揮発性メモリに保存され、EAP-FAST プロファイルが選択される際、クライアント アダプ
タが取り出し / 再挿入される際、または Windows CE デバイスがリセットされる際には、必ず
再入力する必要があります。

PAC は Cisco Secure ACS で作成され、ID で識別されます。ユーザはサーバから PAC のコピー
を入手します。ID は ACU で作成されたプロファイルに PAC をリンクします。手動 PAC プロ
ビジョニングを有効にした場合、PAC ファイルは手動でサーバからコピーされ、クライアント
デバイスにインポートされます。PAC の保管は、次のルールに従っています。

－ PAC は単一の PAC データベースに保存され、デバイスのすべてのユーザが利用できます。

－ PAC ファイルは、インポート機能を利用して追加または交換できますが、削除したりエク
スポートすることはできません。

EAP-FAST 認証は、無線 LAN 上の次のユーザ データベースをサポートするように設計されて
います。

－ Cisco Secure ACS 内部ユーザ データベース

－ Cisco Secure ACS ODBC ユーザ データベース

－ Windows NT/2000/2003 ドメイン ユーザ データベース

－ LDAP ユーザ データベース

LDAP ユーザ データベース（NDS など）は手動 PAC プロビジョニングだけを、他の 3 つのユー
ザ データベースは自動および手動 PAC プロビジョニングの双方をサポートしています。

• ホストベース EAP（PPC 2002 デバイスだけ）：このオプションを選択すると、EAP-TLS や PEAP
など、ご使用の Windows CE デバイスでサポートされる 802.1X 認証タイプを使用できます。こ
のオプションは、802.1X バックポートがインストールされている PPC 2002 デバイスでだけ選
択できます。

（注） ACU ではなく Windows CE .NET でクライアント アダプタを設定した場合、PPC 2003
やその他の Windows CE .NET 4.2 デバイスで EAP-TLS または PEAP 認証を使用するよ
うに設定できます。手順については、付録 Dを参照してください。
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－ EAP-TLS：EAP-TLS は、Authentication Manager により有効または無効にされ、クライアン
ト アダプタおよび RADIUS サーバから取り出された動的セッションベースの WEP キーを
使用してデータを暗号化します。EAP-TLS では、認証に証明書を使用する必要があります。

EAP-TLS をサポートする RADIUS サーバには、Cisco Secure ACS バージョン 3.0 以降、
Cisco Access Registrar バージョン 1.8 以降などがあります。

－ Cisco PEAP：Cisco PEAP 認証（PEAP-GTC とも呼ばれる）は無線 LAN 上で One-Time 
Password（OTP）、Windows NT または 2000 ドメイン、LDAP ユーザ データベースをサポー
トするように設計されています。この認証は、EAP-TLS 認証がベースとなっていますが、
認証にクライアント証明書ではなくパスワードを使用します。また、Authentication Manager
により有効または無効にされ、クライアント アダプタおよび RADIUS サーバから取り出さ
れた動的セッションベースの WEP キーを使用してデータを暗号化します。Cisco PEAP で
は、認証プロセスを開始しネットワークへのアクセスを得るために、ユーザ名とパスワー

ドを入力する必要があります。Cisco PEAP 認証をサポートする RADIUS サーバには、Cisco
Secure ACS バージョン 3.1 以降などがあります。

（注） Cisco PEAP 認証を使用するには、インストール時に Install Cisco PEAP Support 
チェックボックスをオンにする必要があります。

アクセス ポイントで Network-EAP または Require EAP を有効にし、LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、

または PEAP にクライアント アダプタを設定すると、ネットワークに対する認証は次のシーケンス

で実行されます。

1. クライアントがアクセス ポイントにアソシエートし、認証プロセスを開始します。

（注） クライアントと RADIUS サーバの間で認証が成功するまで、クライアントはネット
ワークにアクセスできません。

2. アクセス ポイント経由で通信する場合、クライアントと RADIUS サーバは、認証用の共有秘
密であるパスワード（LEAP および PEAP）、パスワードと PAC（EAP-FAST）、または証明書
（EAP-TLS）を使用して認証プロセスを実行します。パスワードまたは PAC はプロセス中には
送信されません。

3. 認証が成功すると、クライアントと RADIUS サーバは、クライアントに固有の動的なセッショ
ンベース WEP キーを取り出します。

4. RADIUS サーバは、有線 LAN 上の安全なチャネルを使用してアクセス ポイントにキーを送信
します。

5. セッションの間、アクセス ポイントとクライアントはこのキーを使用して、相互に伝送するす
べてのユニキャスト パケットの暗号化または復号化を行います。また、アクセス ポイントに
ブロードキャストが設定されている場合は、パケットをブロードキャストします。

EAP 認証を有効にする手順については、次のいずれかの項を参照してください。

• LEAP の有効化（P.5-24）

• EAP-FAST の有効化（P.5-26）

• ホストベース EAP の有効化（P.5-30）

（注） 802.1X 認証の詳細は、IEEE 802.11 規格を参照してください。また、RADIUS サーバの詳細は、
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/secur_c/scprt2/scrad.htm を参照
してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/secur_c/scprt2/scrad.htm
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Wi-Fi Protected Access (WPA)

Wi-Fi Protected Access（WAP）は、既存および将来の無線 LAN システムに対するデータ保護とアク

セス制御のレベルを大幅に向上させる、標準準拠の相互運用可能なセキュリティ認証です。IEEE

802.11i 規格のサブセットで、この規格と互換性があります。WPA は、データ保護に Temporal Key

Integrity Protocol（TKIP）と Michael メッセージ完全性チェック（MIC）を使用し、認証キー管理に

802.1X を使用します。

クライアントと認証サーバは、WPA のキー管理を使用し、EAP 認証方式で相互認証を行い、Pairwise

Master Key（PMK）を生成します。サーバは、PMK を動的に生成してアクセス ポイントに渡します。

ACU でクライアント アダプタを設定するときに、WPA を使用できるのは、Windows CE .NET 4.2

デバイスに取り付けられ、LEAP または EAP-FAST 認証を実行している 350 シリーズのカードだけ

です。WPA は、クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 以降でサ

ポートされています。

LEAP または EAP-FAST 認証と WPA を有効にする手順については、次のいずれかの項を参照して

ください。

• LEAP の有効化（P.5-24）

• EAP-FAST の有効化（P.5-26）

（注） WPA は、アクセス ポイントでも有効になっている必要があります。WPA を有効にするには、アク
セス ポイントで Cisco IOS リリース 12.2(11)JA 以降が使用されている必要があります。この機能を
有効にする手順については、アクセス ポイントの資料を参照してください。

高速ローミング（CCKM）

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、会話の遅延やギャップを防ぐため

に、シームレスなローミングが必要です。高速ローミングのサポートは、ファームウェア バージョ

ン 5.40.10 以降を使用した LEAP または EAP-FAST 対応のクライアントで利用できます。

通常の運用では、LEAP または EAP-FAST 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 LEAP または EAP-FAST 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。一方、無線 LAN を高速ローミング用に設定すると、LEAP または EAP-FAST

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 150 ミリ

秒（ms）以内にローミングできるようにします。高速ローミングでは、無線 Voice over IP（VoIP）、

エンタープライズ リソース プラニング（ERP）、または 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、目に見えた遅れはなくなります。

この機能をクライアント アダプタで有効にする必要はありません。ファームウェア バージョン

5.40.10 以降のクライアント アダプタでは自動的にサポートされます。ただし、アクセス ポイント

ではこれらの機能を有効にする必要があります。

（注） 高速ローミングを有効にするには、アクセス ポイントが Cisco IOS リリース 12.2(11)JA 以降を使用
している必要があります。この機能を有効にする手順については、アクセス ポイントの資料を参
照してください。
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LEAP または EAP-FAST 認証に失敗したアクセス ポイントの報告

次のファームウェア バージョンのクライアント アダプタおよびアクセス ポイントでは、LEAP ま

たは EAP-FAST 認証に失敗したアクセス ポイントの検出機能がサポートされています。

• クライアント アダプタ ファームウェア バージョン 5.40.10 以降

• 12.00T 以降（340、350、および 1200 シリーズ アクセス ポイント）

• Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降（1100 シリーズ アクセス ポイント）

これらのいずれかのバージョンのファームウェアを実行しているアクセス ポイントでは、これらの

いずれかのバージョンのファームウェアを実行しているクライアントにより、LEAP または

EAP-FAST 認証に失敗した他のアクセス ポイントが無線ネットワーク内で発見され、報告される

と、システム ログにメッセージが記録されます。

このプロセスは、次のように実行されます。

1. LEAP または EAP-FAST プロファイルを持つクライアントは、アクセス ポイント A へのアソシ
エートを試みます。

2. アクセス ポイント A は、LEAP または EAP-FAST を認識できないか、信頼できる LEAP または
EAP-FAST 認証サーバと通信できないことが原因で、LEAP または EAP-FAST 認証を正常に処
理しません。

3. クライアントは、アクセス ポイント A の MAC アドレスと、アソシエーションが失敗した理由
を記録します。

4. クライアントは、アクセス ポイント B に正常にアソシエートします。

5. クライアントは、アクセス ポイント A の MAC アドレスと失敗の理由コードをアクセス ポイ
ント B に送信します。

6. アクセス ポイント B は、失敗をシステム ログに記録します。

（注） クライアント アダプタまたはアクセス ポイントでこの機能を有効にする必要はありません。両方
のデバイスのファームウェアでは、この機能が自動的にサポートされています。ただし、クライア

ント アダプタおよびアクセス ポイントの両方で、上記以降のバージョンのファームウェアを使用
している必要があります。

新しい WEP キー セキュリティ機能

ここで説明した 3 つのセキュリティ機能（MIC、TKIP、およびブロードキャスト キー ローテーショ

ン）は、無線ネットワークの WEP キーに対する巧妙な攻撃を防ぎます。これらの機能はクライア

ント アダプタのドライバとファームウェアで自動的にサポートされるため、クライアント アダプ

タで有効にする必要はありません。ただし、アクセス ポイントではこれらの機能を有効にする必要

があります。

（注） これらのセキュリティ機能を有効にするためには、バージョン 11.10T 以降のアクセス ポイント
ファームウェアが必要です。これらの機能を有効にする手順については、アクセス ポイントのソ
フトウェア設定ガイドを参照してください。
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メッセージ完全性チェック（MIC）

MIC は、暗号化されたパケットへのビットフリップ攻撃を阻止します。ビットフリップ攻撃では、

暗号化されたメッセージが不正侵入者によって傍受され、簡単な変更が加えられます。その後、こ

のメッセージは不正侵入者から再び送信され、受信側で正規のメッセージとして受信されます。

MIC は、数バイトを各パケットに付加することによって、パケットの改ざんを防ぎます。

Status ウィンドウには、MIC がクライアント アダプタのドライバでサポートされているかどうか、

またアクセス ポイントで有効にされているかどうかが表示されます。図 5-2 を参照してください。

図 5-2 Status ウィンドウ

（注） アクセス ポイントで MIC を有効にする場合は、クライアント アダプタのドライバで MIC
がサポートされている必要があります。そうでないと、クライアントはアソシエートでき

ません。

Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）

この機能は WEP キー ハッシュとも呼ばれます。不正侵入者は、暗号化されたパケットの初期設定

ベクトル（IV）を使用して WEP キーを割り出し、WEP を攻撃しようとしますが、TKIP はこの攻

撃に対する防御を提供します。TKIP は、不正侵入者が IV を使用して WEP キーを特定する際に利

用する、推測可能な値を除去します。また、ユニキャストとブロードキャストの両方の WEP キー

を保護します。

（注） アクセス ポイントで TKIP を有効にする場合は、クライアント アダプタのファームウェア
が TKIP をサポートしている必要があります。そうでないと、クライアントはアソシエート
できません。
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ブロードキャスト キー ローテーション

EAP 認証は、クライアント デバイスに動的なユニキャスト WEP キーを提供しますが、使用するの

は静的なブロードキャスト（マルチキャスト）キーです。ブロードキャスト WEP キー ローテー

ションを有効にすると、アクセス ポイントは動的なブロードキャスト WEP キーを生成し、指定さ

れた間隔でそのキーを変更します。この機能を有効にした場合は、LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、

または PEAP 認証を使用する無線クライアント デバイスだけがアクセス ポイントにアソシエート

できます。静的 WEP（Open または Shared key 認証）を使用したクライアント デバイスは、アソシ

エートできません。

セキュリティ機能の同期

この項で説明したセキュリティ機能を使用するには、クライアント アダプタおよびそのアソシエー

ト先となるアクセス ポイントの双方を正しく設定する必要があります。表 5-2 では、各セキュリ

ティ機能を使用する上で必要なクライアントおよびアクセス ポイントの設定を示しています。この

章では、クライアント アダプタのセキュリティ機能を有効にする方法について説明します。これら

の機能をアクセス ポイントで有効にする手順については、お使いのアクセス ポイントの資料を参

照してください。

表 5-2 クライアントとアクセス ポイントのセキュリティ設定

セキュリティ機能 クライアントの設定 アクセス ポイントの設定

静的 WEP キー（Open 認証） WEP キーの作成、Static WEP Keys および 

Open Authentication の有効化

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open Authentication の有効化

静的 WEP キー（Shared Key

認証）

WEP キーの作成、Static WEP Keys および 

Shared Key Authentication の有効化

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Shared Key Authentication の有効化

LEAP 認証 LEAP を有効化 WEP の設定および有効化、SSID に対する

Network-EAP の有効化

LEAP 認証と WPA（Windows

CE .NET 4.2 デバイスのみ）

LEAP(WPA) を有効化 TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定と有効化、および SSID に対する 

Network-EAP および WPA の有効化。

（注） WPA クライアントと非 WPA クライ
アントの両方で SSID を使用できる
ようにするには、オプションの WPA
を有効にします。

EAP-FAST 認証 EAP-FAST の有効化、自動プロビジョニン

グの有効化、または PAC ファイルのイン

ポート

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Network-EAP の有効化

EAP-FAST 認証と WPA

（Windows CE .NET 4.2 デバ

イスのみ）

EAP-FAST(WPA) の有効化、自動プロビ

ジョニングの有効化、または PAC ファイ

ルのインポート

TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定と有効化、および SSID に対する 

Network-EAP および WPA の有効化。

（注） WPA クライアントと非 WPA クライ
アントの両方で SSID を使用できる
ようにするには、オプションの WPA
を有効にします。
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EAP-TLS 認証

ACU でカードを設定す
る場合（PPC 2002 デバイ
ス）

ACU で Host Based EAP および Dynamic 

WEP Keys を有効化、Authentication Manager

で EAP Type として TLS を選択

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指

定

Windows CE .NET でカー
ドを設定する場合（PPC
2003 および Windows CE
.NET 4.2 デバイス）

Enable 802.1X Authentication on This Network

の選択、EAP Type として TLS を選択

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指

定

PEAP 認証

ACU でカードを設定す
る場合（PPC 2002 デバ
イス）

ACU で Host Based EAP および Dynamic 

WEP Keys を有効化、Authentication Manager

で EAP Type として Cisco PEAP（Microsoft 

PEAP サプリカントがインストールされて

いる場合は PEAP）を選択

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指

定

Windows CE .NET でカー
ドを設定する場合（PPC
2003 および Windows CE
.NET 4.2 デバイス）

Enable 802.1X Authentication on This Network

の選択、EAP Type として Cisco PEAP（ま

たは、Microsoft PEAP サプリカントを意味

する PEAP）を選択

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指

定

高速ローミング（CCKM） LEAP または EAP-FAST の有効化、ファー

ムウェア バージョン 5.40.10 以降の使用

バージョン 12.2(11)JA 以降のファームウェ

アの使用、CCKM と互換性のある暗号スイー

トの選択、および SSID に対する 

Network-EAP および CCKM の有効化

（注） 802.1x クライアントおよび非 802.1x
クライアントの両方で SSID を使用
できるようにするには、オプション
の CCKM を有効にします。

高速ローミング（CCKM）と

TKIP

LEAP(WPA) または EAP-FAST(WPA) の有

効化、およびファームウェア バージョン

5.41.00 以降の使用

バージョン 12.2(11)JA 以降のファームウェ

アの使用、TKIP を含む暗号スイートの選択、

および SSID に対する Network-EAP および

CCKM の有効化。

（注） 802.1x クライアントおよび非 802.1x
クライアントの両方で SSID を使用
できるようにするには、オプション
の CCKM を有効にします。

LEAP または EAP-FAST 認証

に失敗したアクセス ポイン

トの報告

バージョン 5.40.10 以降のファームウェア

では自動的に有効化されるので、設定は不

要

バージョン 12.00T 以降（340、350、および 

1200 シリーズ アクセス ポイント）または 

Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降（1100 シ

リーズ アクセス ポイント）のファームウェ

アでは自動的に有効化されるので、設定は不

要

表 5-2 クライアントとアクセス ポイントのセキュリティ設定（続き）

セキュリティ機能 クライアントの設定 アクセス ポイントの設定
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MIC ドライバで自動的に有効化 完全な暗号化による WEP の設定および有効

化、MIC を MMH に設定、Enable MIC チェッ

クボックスをオン、および Use Aironet 

Extensions を Yes に設定

TKIP ファームウェアで自動的に有効化 WEP の設定および有効化、TKIP を Cisco に

設定または Enable Per Packet Keying チェック

ボックスをオン、および Use Aironet 

Extensions を Yes に設定

ブロードキャスト キー ロー

テーション

LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、または PEAP

を有効化

WEP の設定および有効化、Broadcast WEP 

Key Rotation Interval を 0 以外の値に設定

表 5-2 クライアントとアクセス ポイントのセキュリティ設定（続き）

セキュリティ機能 クライアントの設定 アクセス ポイントの設定
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静的 WEP キーの使用
この項では、新しく静的 WEP キーを入力する方法、および既存の静的 WEP キーを上書きする方法

について説明します。

静的 WEP の有効化と新しい静的 WEP キーの入力

このプロファイルに対して新しい静的 WEP キーを入力する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Properties ウィンドウの Property で Network Security Type を選択し、Value ボックスのオプション

リストから None を選択します。

ステップ 2 Property で WEP  を選択し、Value ボックスのオプション リストから Static WEP Keys を選択します。

ステップ 3 WEP Keys ボタンをタップします。WEP Keys ウィンドウが表示されます（図 5-3 を参照）。

図 5-3 WEP Keys ウィンドウ

このウィンドウでは、静的 WEP キーを最大 4 つ作成できます。

ステップ 4 入力している静的 WEP キー（1、2、3、4）について、ウィンドウの右側で WEP キーのサイズ（40

または 128 ビット）を選択します。128 ビットのクライアント アダプタでは 40 ビットまたは 128

ビットのキーが使用できますが、40 ビットのアダプタで使用できるのは 40 ビットのキーだけです。

クライアント アダプタで 128 ビットがサポートされていない場合、このオプションは灰色で表示さ

れ、選択できません。
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ステップ 5 システム管理者から静的 WEP キーを入手し、作成するキーの空白フィールドに入力します。新し

い静的 WEP キーを入力するには、次のガイドラインに従ってください。

• WEP キーには、0-9、A-F、a-f といった 16 進文字が含まれます。

• WEP キーには、次の文字数である必要があります。

－ 40 ビット キーの場合、10 桁の 16 進数
例：12345abcde

－ 128 ビット キーの場合、26 桁の 16 進数
例：AB34CD78EFab01cd23ef456789

• クライアント アダプタの WEP キーは、インフラストラクチャ モードの場合は通信先のアクセ
ス ポイントと同じキーに、アドホック モードの場合は通信先のクライアントと同じキーに設
定する必要があります。

• 複数の WEP キーを設定する場合は、割り当てるキーの WEP キー番号がすべてのデバイスで一
致している必要があります。たとえば、WEP キー 2 は、すべてのデバイスで WEP キー番号 2
に割り当てられていなければなりません。複数の WEP キーを設定する場合は、それらのキー
がすべてのデバイスで同じ順序になっている必要があります。

（注） 入力した WEP キーは上書きできますが、編集または削除することはできません。

ステップ 6 パケットの送信に使用するキーの左側にある Transmit Key ボタンをタップします。送信キーとし

て選択できる WEP キーは 1 つだけです。

ステップ 7 クライアント アダプタの揮発性メモリおよび Windows CE デバイスのレジストリに WEP キーを書

き込むには、OK をタップします。キーを更新しないで WEP Keys ウィンドウを閉じる場合は、

Cancel をタップします。

ステップ 8 OK をタップして、変更を保存します。

既存の静的 WEP キーの上書き

既存の静的 WEP キーを上書きする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Properties ウィンドウの WEP Keys ボタンをタップします。WEP Keys ウィンドウが表示されます

（図 5-3 を参照）。既存の静的 WEP キーすべての Already Set? ボックスにチェックマークが表示され

ます。

（注） セキュリティ上の理由により、既存の静的 WEP キーのコードはウィンドウに表示されませ
ん。また、既存の WEP キーは上書き可能ですが、編集したり削除することはできません。

ステップ 2 上書きする既存の静的 WEP キーを選択します。

ステップ 3 そのキーの空白フィールド内をタップします。
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ステップ 4 「静的 WEP の有効化と新しい静的 WEP キーの入力」の項（P.5-21）のステップ 5 で説明したガイド

ラインに従って、新しいキーを入力します。

ステップ 5 このキーをパケットの送信に使用する場合は、キーの左側にある Transmit Key ボタンが選択され

ていることを確認します。

ステップ 6 クライアント アダプタの揮発性メモリおよび Windows CE デバイスのレジストリに新しい静的

WEP キーを書き込むには、OK をタップします。キーを上書きしないで WEP Keys ウィンドウを閉

じるには、Cancel をタップします。

ステップ 7 OK をタップして、変更を保存します。

静的 WEP キーの無効化

静的 WEP キーを無効にする手順は、次のとおりです。

（注） LEAP for the Network Security Type を選択すると、静的 WEP は自動的に無効になります。

ステップ 1 ACU アイコンをダブルタップするか、Start > Programs > Cisco > ACU の順に選択します。Profiles

ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 変更するプロファイルを Manage Profiles ボックスから選択し、Edit ボタンをタップします。

ステップ 3 Property で WEP  を選択し、Value ボックスのオプション リストから No WEP を選択します。

ステップ 4 OK をタップして、変更を保存します。
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LEAP の有効化
LEAP 認証を有効にする前に、ネットワーク デバイスが次の要件に一致していなければなりませ

ん。

• クライアント アダプタが WEP をサポートしている必要があります。

• WPA を使用するには、350 シリーズ クライアント アダプタが Windows CE .NET 4.2 デバイス
にインストールされていて、クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョ
ン 2.60 以降を使用している必要があります。

• クライアント アダプタが認証を試みるアクセス ポイントでは、11.23T 以降（340、および 350
シリーズ アクセス ポイント）、11.54T 以降（1200 シリーズ アクセス ポイント）、または Cisco
IOS リリース 12.2(4)JA 以降（1100 シリーズ アクセス ポイント）のバージョンのファームウェ
アを使用している必要があります。

（注） WPA または高速ローミング（CCKM）を使用するには、アクセス ポイントで Cisco IOS
リリース 12.2(11)JA 以降が使用されている必要があります。LEAP または EAP-FAST 認
証に失敗したアクセス ポイントの報告および高速ローミング機能を使用するには、ア
クセス ポイントで P.5-15 に記載されているバージョンのファームウェアが使用されて
いる必要があります。

• LEAP 認証に必要なすべてのインフラストラクチャ デバイス（アクセス ポイント、サーバな
ど）が正しく設定されていなければなりません。

（注） LEAP 認証に強力なパスワードを使用し、不正なアクセス ポイントによる攻撃のリスクを最小化す
ることをお勧めします。強力なパスワードの作成に関するヒントは、「強力なパスワードの作成」

の項（P.9-4）を参照してください。

このプロファイルに対して LEAP 認証を有効にする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Properties ウィンドウの Property で Network Security Type を選択し、Value ボックスのオプション

リストから LEAP または LEAP(WPA) を選択します。LEAP または LEAP(WPA) を有効にした場合、

Properties ウィンドウの次のパラメータが自動的に変更されます。

• WEP は、Dynamic WEP Keys に設定されます。

• Authentication Type は、Open に設定されます。

（注） LEAP(WPA) を選択した場合、TKIP がデータの暗号化に使用され、ACU Status ウィンドウ
の Encryption フィールドに WPA TKIP と表示されます。

（注） 詳細は、「Wi-Fi Protected Access (WPA)」の項（P.5-15）を参照してください。
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ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• 一時的なユーザ名とパスワードを使用する場合は、ステップ 3 に進んでください。一時的な
ユーザ名とパスワードは、認証を実行しネットワークへのアクセスを取得するため、LEAP プ
ロファイルを選択する際、クライアント アダプタを取り出し再挿入する際、または Windows
CE デバイスをリセットする際に毎回必ず入力する必要があります。

• 保存されたユーザ名とパスワードを使用する場合は、LEAP ユーザ名、パスワード、ドメイン
名（任意）を、それぞれ User Name、User Password、User Domain 編集ボックスに入力します。
保存されたユーザ名とパスワードは保存されたクレデンシャルを使用し、必要に応じて認証が

自動的に実行されるため、LEAP プロファイルを選択する際、クライアント アダプタを取り出
し再挿入する際、または Windows CE デバイスをリセットする際に毎回入力し直す必要はあり
ません。

（注） ユーザ名は 64 ASCII 文字まで、パスワードは 32 ASCII 文字まで入力できます。ただし、
User Domain フィールドにドメイン名を入力した場合は、ユーザ名とドメイン名の合計
が最大 63 ASCII 文字に制限されます。

ステップ 3 LEAP を有効にするには、OK をタップします。

ステップ 4 LEAP による認証手順については、「LEAP または EAP-FAST の使用方法」の項（P.6-3）を参照して

ください。
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EAP-FAST の有効化
EAP-FAST 認証を有効にする前に、ネットワーク デバイスが次の要件に一致していなければなりま

せん。

• PPC 2002、PPC 2003、または Windows CE .NET 4.2 デバイスに、350 シリーズ クライアント ア
ダプタがインストールされている必要があります。

• クライアント アダプタが WEP をサポートし、ファームウェア バージョン 5.40.10 以降を使用
している必要があります。

• WPA を使用するには、クライアント アダプタが Windows CE .NET 4.2 デバイスにインストー
ルされていて、クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 以降を
使用している必要があります。

• クライアント アダプタが認証を試みるアクセス ポイントでは、11.23T 以降（340、および 350
シリーズ アクセス ポイント）、11.54T 以降（1200 シリーズ アクセス ポイント）、または Cisco
IOS リリース 12.2(4)JA 以降（1100 シリーズ アクセス ポイント）のバージョンのファームウェ
アを使用している必要があります。

（注） WPA または高速ローミング（CCKM）を使用するには、アクセス ポイントで Cisco IOS
リリース 12.2(11)JA 以降が使用されている必要があります。LEAP または EAP-FAST 認
証に失敗したアクセス ポイントの報告および高速ローミング機能を使用するには、ア
クセス ポイントで P.5-15 に記載されているバージョンのファームウェアが使用されて
いる必要があります。

• EAP-FAST 認証に必要なすべての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）が正しく設定されていなければなりません。

PAC ファイルの入手（手動 PAC プロビジョニングの場合）

この EAP-FAST プロファイルに対し手動 PAC プロビジョニングを有効にする場合、PAC ファイル

を入手してから、Windows CE デバイスでの使用向けにこれをインポートする必要があります。PAC

ファイルをまだ入手していない場合、次の手順に従います。

ステップ 1 システム管理者から、PAC ファイル（*.pac）を入手します。

ステップ 2 ラップトップまたは PC と Windows CE デバイス間で ActiveSync 接続を確立します。

ステップ 3 Windows Explorer を使用して PAC ファイルをコピーし、My Computer > Mobile Device の下のフォ

ルダにペーストします。

（注） PPC デバイスの場合、コピー先は Business か Personal のいずれかのフォルダになります。

ステップ 4 「EAP-FAST の有効化」の項の手順に従って、Windows CE デバイスに PAC ファイルをインポート

します。
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EAP-FAST の有効化

このプロファイルに対して EAP-FAST 認証を有効にする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Properties ウィンドウの Property で Network Security Type を選択し、Value ボックスのオプション

リストから EAP-FAST または EAP-FAST(WPA) を選択します。EAP-FAST または EAP-FAST(WPA)

を有効にした場合、Properties ウィンドウの次のパラメータが自動的に変更されます。

• WEP は、Dynamic WEP Keys に設定されます。

• Authentication Type は、Open に設定されます。

（注） EAP-FAST(WPA) を選択した場合、TKIP がデータの暗号化に使用され、ACU Status ウィン
ドウの Encryption フィールドに WPA TKIP と表示されます。

（注） 詳細は、「Wi-Fi Protected Access (WPA)」の項（P.5-15）を参照してください。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• 一時的なユーザ名とパスワードを使用する場合は、ステップ 3 に進んでください。一時的な
ユーザ名とパスワードは、認証を実行しネットワークにアクセスできるようにするため、

EAP-FAST プロファイルを選択する際、クライアント アダプタを取り出して再挿入する際、ま
たは Windows CE デバイスをリセットする際に毎回必ず入力する必要があります。

• 保存されたユーザ名とパスワードを使用する場合は、EAP-FAST ユーザ名、パスワード、ドメ
イン名（任意）を、それぞれ User Name、User Password、User Domain 編集ボックスに入力しま
す。保存されたユーザ名とパスワードは保存されたクレデンシャルを使用し、必要に応じて認

証が自動的に実行されるため、EAP-FAST プロファイルを選択する際、クライアント アダプタ
を取り出し再挿入する際、または Windows CE デバイスをリセットする際に毎回入力し直す必
要はありません。

（注） ユーザ名は 64 ASCII 文字まで、パスワードは 32 ASCII 文字まで入力できます。ただし、
User Domain フィールドにドメイン名を入力した場合は、ユーザ名とドメイン名の合計
が最大 63 ASCII 文字に制限されます。

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• 自動 PAC プロビジョニングを有効にする場合、Property で PAC Provisioning Mode を選択し、
Value ボックスのオプション リストから Automatic を選択します。Protected Authentication
Credentials（PAC）ファイルは必要に応じて自動的に取得されます（たとえば、PAC の期限が
切れたとき、クライアント アダプタが異なるサーバにアクセスするとき、EAP-FAST ユーザ名
がこれまでにプロビジョニングされた PAC に一致しないときなど）。これはデフォルト設定で
す。このオプションを選択する場合は、ステップ 5 に進んでください。

• 手動 PAC プロビジョニングを有効にする場合、Property で PAC Provisioning Mode を選択し、
Value ボックスのオプション リストから Manual を選択します。PAC 認定機関を選択するか、
PAC ファイルを手動でインポートします。このオプションを選択する場合は、ステップ 4 に進
んでください。
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（注） LDAP ユーザ データベースは手動 PAC プロビジョニングだけをサポートします。 Cisco
Secure ACS 内部ユーザ データベース、Cisco Secure ODBC ユーザ データベース、およ
び Windows NT/2000/2003 ドメイン ユーザ データベースは、自動および手動 PAC プロ
ビジョニングの双方をサポートしています。

（注） プロビジョニングが実行されるのは、PAC の内部ネゴシエーション時、または PAC の
期限切れのときだけです。PAC はプロビジョニングされた後、認証トランザクション
を保護するキーとして動作します。

ステップ 4 手動 PAC プロビジョニングを有効にするには、次のいずれかを実行します。

• Property で PAC Authority を選択し、プロファイルの SSID にアソシエートする PAC 認定機関
を Value ボックスのオプション リストから選択します。このリストには、以前に PAC をプロ
ビジョニングするのに使用したすべての PAC 認定機関の名前が含まれます。

• PAC 認定機関リストが空であったり、必要な PAC 認定機関の名前が見つからない場合は、次
の手順に従って PAC ファイルをインポートします。

a.PAC Import ボタンをタップします。 Open ウィンドウが表示されます（図 5-4 を参照）。

図 5-4 Open ウィンドウ

b. Folder ドロップダウン メニューで、PAC ファイルを含むフォルダを選択します。次に、ウィ
ンドウ中央の Name フィールド内のファイル（*.pac）をタップします。

（注） PAC ファイルを発行した PAC 認定機関によって PAC ファイルのファイル名と拡
張子は決定されますが、標準のファイル拡張子は pac です。
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c. PAC Password ウィンドウが表示されたら（図 5-5 を参照）、PAC ファイルのパスワードを入
力し、OK をタップします。

図 5-5 PAC Password ウィンドウ

（注） PAC ファイル パスワードはオプションです。PAC 認定機関は、ユーザ指定のパス
ワードを必要とする PAC ファイルを発行するかどうかを決定します。いずれの場
合でも、すべての PAC ファイル（パスワードを使用しないものも含めて）は暗号
化され保護されます。PAC ファイル パスワードは EAP-FAST パスワードと異な
り、入力が必要なのは PAC インポート時の 1 度だけです。

d. 前にインポートした PAC ファイルと同じ PAC ID を持つ PAC ファイルをインポートする場
合、既存の PAC と置き換えるかどうかを尋ねられます。Yes をタップすると、既存の PAC
がインポートする新しい PAC に置き換えられます。

e. PAC ファイルがインポートされると、PAC ファイルを発行した PAC 認定機関がアクティブ
な PAC 認定機関として PAC 認定機関リストに追加されます。

ステップ 5 EAP-FAST を有効にするには、OK をタップします。PAC ファイルをインポートした場合、それが

PAC データベースに追加されます。

ステップ 6 EAP-FAST による認証手順については、「LEAP または EAP-FAST の使用方法」の項（P.6-3） を参照

してください。
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ホストベース EAP の有効化
ホストベース EAP 認証を有効にする前に、ネットワーク デバイスが次の要件に一致していなけれ

ばなりません。

• Windows CE デバイスは PPC 2002 デバイスである必要があります。

（注） ACU ではなく Windows CE .NET でクライアント アダプタを設定した場合、PPC 2003
やその他の Windows CE .NET 4.2 デバイスで EAP-TLS または PEAP 認証を使用するよ
うに設定できます。手順については、付録 Dを参照してください。

• クライアント アダプタが WEP をサポートしている必要があります。

• クライアント アダプタが認証を試みるアクセス ポイントでは、11.23T 以降（340、および 350
シリーズ アクセス ポイント）、12.2(4)JA 以降（1100 シリーズ アクセス ポイント）、または
11.54T 以降（1200 シリーズ アクセス ポイント）のバージョンのファームウェアを使用してい
る必要があります。

• クライアントで有効とする認証タイプについて、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）が正しく設定さ
れている必要があります。

CA およびユーザ証明書の入手とインポート

EAP-TLS および PEAP 認証では、証明書を使用する必要があります。EAP-TLS では Certificate 

Authority（CA; 認証機関）証明書とユーザ証明書の両方が必要ですが、PEAP では CA 証明書のみ

必要です。必要な証明書を一度インポートすれば、証明書の期限が切れるまで（サーバによってあ

らかじめ決められた期限）、この手順を繰り返す必要はありません。

（注） 第 8章では、必要に応じて証明書を表示または削除する手順を説明しています。

CA およびユーザ証明書の入手

CA 証明書（EAP-TLS または PEAP の場合）およびユーザ証明書（EAP-TLS の場合）をまだ入手し

ていない場合は、次の手順に従ってください。

ステップ 1 システム管理者から証明書ファイル（*.cer または *.crt）を入手します。

ステップ 2 ラップトップまたは PC と Windows CE デバイス間で ActiveSync 接続を確立します。

ステップ 3 ラップトップまたは PC 上で Windows Explorer を開きます。

ステップ 4 証明書ファイルをコピーし、My Computer > Mobile Device のフォルダにこれをペーストします。

ステップ 5 「CA 証明書のインポート」の項（P.5-31）と「ユーザ証明書のインポート」の項（P.5-32）の手順

に従って、Windows CE デバイスに証明書ファイルをインポートします。
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CA 証明書のインポート

PPC 2002 デバイスで EAP-TLS または PEAP 認証を使用する場合、次の手順に従って CA 証明書を

インポートします。

ステップ 1 Start > Programs > Cisco > CertMgr の順に選択します。Certificate Manager ウィンドウが表示されま

す（図 5-6 を参照）。

図 5-6 Certificate Manager ウィンドウ

ステップ 2 Certificate ドロップダウン メニューに Trusted Authorities が表示されていることを確認します。

ステップ 3 Import ボタンをタップします。
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ステップ 4 Certificate Manager Open ウィンドウが表示されます（図 5-7 を参照）。

図 5-7 Certificate Manager Open ウィンドウ

ステップ 5 CA 証明書ファイルをタップします。

ステップ 6 Certificate Manager ウィンドウが再表示され、ウィンドウの中央に CA 証明書サーバの名前が表示さ

れます。

ステップ 7 OK をタップし、Certificate Manager を閉じます。

ユーザ証明書のインポート

PPC 2002 デバイスで EAP-TLS 認証を使用する場合、次の手順に従ってユーザ証明書をインポート

します。

（注） 下記の手順の他に、Certificate Manager を使用してユーザ証明書をインポートすることもできます。
そのためには、前の「CA 証明書のインポート」の項の手順に従います。ただし、ステップ 2 で
Certificate ドロップダウン メニューに（Trusted Authorities ではなく）My Certificates が表示される
ことを確かめ、ステップ 5 で（CA 証明書ファイルではなく）ユーザ証明書ファイルをタップします。

ステップ 1 Windows CE デバイスが、証明書サーバと同じネットワーク上にあるラップトップまたは PC との間

で ActiveSync リンクを確立していることを確かめます。
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ステップ 2 Start > Programs > Cisco > Enroll の順に選択します。Certificate Enrollment ウィンドウが表示されま

す（図 5-8 を参照）。

図 5-8 Certificate Enrollment ウィンドウ

ステップ 3 ユーザ名、パスワード、および証明書サーバのサーバ名を適切なフィールドに入力します。これら

は、システム管理者から入手します。

ステップ 4 Enroll ボタンをタップします。ウィンドウ下部のボックスに表示される証明書登録のステータス
が、Ready から Processing に変わります。

操作が完了すると、「A certificate has been added to your device」というメッセージが表示されます。

ステップ 5 OK をタップし、Certificate Enrollment ウィンドウを閉じます。

ホストベース EAP の有効化

PPC 2002 デバイスで、このプロファイルに対してホストベース EAP 認証（EAP-TLS または PEAP）

を有効にする手順は、次のとおりです。

（注） EAP-TLS および PEAP 認証は ACU では有効ではないため、単に ACU でプロファイルを切り替え
るだけでは、これらの認証タイプを切り替えることはできません。ホスト ベース EAP を使用する
プロファイルを ACU で作成できますが、Authentication Manager で特定の認証タイプを有効にする
必要があります。また、一度に設定できるのは、1 つの認証タイプだけです。そのため、ACU でホ
ストベース EAP を使用するプロファイルが複数あり、別の認証タイプを使用する場合は、ACU で
プロファイルを切り替えた後、Authentication Manager で認証タイプを変更する必要があります。
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ステップ 1 Properties ウィンドウの Property で Network Security Type を選択し、Value ボックスのオプション

リストから Host Based EAP  を選択します。

ステップ 2 Property で WEP  を選択し、Value ボックスのオプション リストから Dynamic WEP Keys を選択し

ます。

ステップ 3 OK をタップして、変更を保存します。

ステップ 4 Start > Programs > Cisco > AuthMgr の順に選択します。Authentication ウィンドウが表示されます

（図 5-9 を参照）。

図 5-9 Authentication ウィンドウ

ステップ 5 使用する認証タイプに応じて、以下のいずれかを実行します。

• EAP-TLS を使用する場合は、次の「EAP-TLS の有効化」の項に進みます。

• PEAP を使用する場合は、「PEAP の有効化」の項（P.5-35）に進みます。

EAP-TLS の有効化

このプロファイルに対して EAP-TLS を有効にする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 EAP タイプについては、TLS を選択します。

ステップ 2 Windows CE デバイスに複数のユーザ証明書がある場合、Properties ボタンをタップします。Select 

Certificate ウィンドウで、使用するユーザ証明書を選択し、OK をタップします。
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ステップ 3 これで、設定は完了です。Authentication ウィンドウの Connect ボタンをタップし、EAP 認証プロ

セスを開始します。

（注） ACU または Authentication Manager でアクティブ プロファイルを変更するたびに、
Authentication ウィンドウの Connect ボタンをタップし、認証プロセスを開始する必要があ
ります。

ステップ 4 EAP-TLS による認証手順については、「EAP-TLS の使用方法」の項（P.6-6）を参照してください。

PEAP の有効化

このプロファイルに対して PEAP を有効にする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 EAP タイプについては、Cisco PEAP または PEAP を選択します。Cisco PEAP を選択する場合は、

ステップ 2 に進んでください。PEAP を選択する場合は、ステップ 9 に進んでください。

（注） Microsoft PEAP サプリカントがインストールされている場合（Cisco PEAP サプリカントで
はなく）、PPC 2002 デバイスでは EAP Type オプションとして PEAP が表示されます。

ステップ 2 Properties ボタンをタップします。PEAP Properties ウィンドウが表示されます（図 5-10 を参照）。

図 5-10 PEAP Properties ウィンドウ
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ステップ 3 サーバの証明書評価が要求される場合は、Validate server certificate チェックボックスがオンになっ

ていることを確認します（推奨）。

ステップ 4 接続するサーバ名を指定する場合は、Connect only if server name ends in チェックボックスをオン

にし、チェックボックスの下のフィールドに適切なサーバ名の接尾辞を入力します。

（注） サーバ名を入力し、クライアント アダプタが入力したサーバ名と一致しないサーバに接続
した場合、認証プロセスの間に接続の続行またはキャンセルを選択するプロンプトが表示

されます。

（注） このフィールドを空白にすると、サーバ名が確認されず、証明書が有効な間は接続が設定

されます。

ステップ 5 サーバ証明書をダウンロードした認証機関の名前が Trusted root certificate フィールドに表示されて

いることを確認します。必要に応じて、ドロップダウン メニューで矢印をタップして適切な名前を

選択します。

（注） このフィールドが空白の場合、認証プロセス中に、ルート証明機関への接続を承認するよ

うに指示されます。

ステップ 6 上記のフィールドで指定した信頼できるルート証明書を証明書サーバが必ず使用するようにする

には、Connect only if server is signed by specified trusted root CA チェックボックスをオンにします。

これによって、クライアントと不正なアクセス ポイントとの接続を防止できます。

ステップ 7 次のいずれかを実行します。

• PEAP プロトコルで、ユーザにクレデンシャルの再入力が求められる前に、前のセッションの
再開が常に試みられるようにする場合は、Always try to resume Secure Session チェックボック
スをオンにします。

• クライアント アダプタの無線のアソシエーションが解除された場合（たとえば、カードが取り
出された、無線の電源がオフにされた、アクセス ポイントの圏外に移動した、プロファイルが
切り替えられたなどの場合）に、常にユーザ名とパスワードの再入力が求められるようにする

には、Always try to resume Secure Session チェックボックスをオフにします。

（注） このチェックボックスをオンにすると、クライアント アダプタのアソシエーションが一時
的に失われた場合にユーザ名とパスワードを再入力しないで済むので便利です。Cisco 
Secure ACS System Configuration - Global Authentication Setup ウィンドウの PEAP Session 
Timeout の設定は、再開機能が有効である時間の長さ（つまり、ユーザのクレデンシャルを
再入力することなく PEAP セッションが再開可能である期間）を制御します。このタイム
アウト期間中にデバイスを離れると、他のユーザが PEAP セッションを再開し、ネットワー
クにアクセスすることができてしまうので、注意してください。

ステップ 8 OK をタップして、設定を保存します。これで、設定は完了です。
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ステップ 9 Authentication ウィンドウの Connect ボタンをタップし、EAP 認証プロセスを開始します。

（注） ACU または Authentication Manager でアクティブ プロファイルを変更するたびに、
Authentication ウィンドウの Connect ボタンをタップし、認証プロセスを開始する必要があ
ります。

ステップ 10 PEAP による認証手順については、「PEAP の使用方法」の項（P.6-8） を参照してください。

LEAP、EAP-FAST、またはホストベース EAP の無効化
PPC 2002 デバイスで、特定のプロファイルに対して LEAP、EAP-FAST、またはホストベース EAP

（EAP-TLS または PEAP）を無効にする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ACU アイコンをダブルタップするか、Start > Programs > Cisco > ACU の順に選択します。Profiles

ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 変更するプロファイルを Manage Profiles ボックスから選択し、Edit ボタンをタップします。

ステップ 3 Property で Network Security Type を選択し、Value ボックスのオプション リストから None を選択

します。

ステップ 4 OK をタップして、変更を保存します。
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6

EAP 認証の使用方法

この章では、EAP 認証を使用するよう設定されたプロファイルが選択される際に、発生するイベン

トのシーケンスおよび取るべきアクション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。

• 概要（P.6-2）

• LEAP または EAP-FAST の使用方法（P.6-3）

• EAP-TLS の使用方法（P.6-6）

• PEAP の使用方法（P.6-8）
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概要

この章では、EAP 認証を使用するプロファイルを選択した直後、クライアント アダプタを取り出

し / 再挿入した後、Windows CE デバイスをリセットした後、および、ユーザ名とパスワードの期

限切れが通知された後に生じるイベントのシーケンスについて説明します。この章は、プロファイ

ルの認証タイプをもとに次の 3 つの項に分かれています。

• LEAP または EAP-FAST の使用方法（下記を参照）

• EAP-TLS の使用方法（P.6-6 を参照）

• PEAP の使用方法（P.6-8 を参照）

認証を正しく行うには、使用するプロファイルの認証タイプの指示に従ってください。

（注） 認証中にエラーメッセージが表示される場合、第 9章を参照して、その意味と推奨される対処方法
を理解してください。
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LEAP または EAP-FAST の使用方法

一時的なユーザ名とパスワードの使用

（一時的なユーザ名とパスワードによる）LEAP または EAP-FAST 認証を使用するプロファイルを

選択した場合、または、このプロファイルが選択されている状態でクライアント アダプタを取り出

し / 再挿入するか、Windows CE デバイスをリセットした場合、次の手順に従って LEAP または

EAP-FAST 認証を行います。

ステップ 1 Wireless Login Module ウィンドウが表示されます（図 6-1 を参照）。

図 6-1 Wireless Login Module ウィンドウ

（注） Start > Programs > Cisco > Wireless Login Module の順に選択して、WLM を起動することも
できます。WLM を起動後に誤ってこれを終了してしまったり、異なるログインを必要とす
るネットワークの別の部分にローミングする場合に、この手順を実行します。

ステップ 2 システム管理者から、LEAP または EAP-FAST ユーザ名とパスワードを入手します。

（注） RADIUS サーバ上のすべてのホスト アカウントは 1 つのパスワードで設定されるため、パ
スワードはオプションです。

ステップ 3 User Name フィールドに LEAP または EAP-FAST ユーザ名を入力します。
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ステップ 4 RADIUS サーバにパスワードが設定されている場合は、Password フィールドに LEAP または

EAP-FAST パスワードを入力します。

（注） セキュリティ上の理由から、パスワードとして入力した文字はアスタリスクで表示されま

す。

ステップ 5 RADIUS サーバ アカウントでドメインを指定している場合は、Domain フィールドにドメイン名を

入力します。

ステップ 6 OK をタップします。ユーザ名とパスワードが正しく入力されると、クライアント アダプタ上の揮

発性メモリにこれらが書き込まれます。このユーザ名とパスワードは、別のプロファイルが選択さ

れる、クライアント アダプタが取り出し /再挿入される、または Windows CE デバイスがリセット

されるまで、クライアント アダプタに保存されます。

（注） LEAP または EAP-FAST セッションを終了するには、Logout ボタンをタップします。WLM
を終了するには、Cancel ボタンをタップします。

ステップ 7 次の 3 つのいずれかのシナリオが発生します。

1. ユーザ名とパスワードを使用してクライアント アダプタは RADIUS サーバに認証され、動的
なセッションベースの WEP キーを受け取ります。ACU Profiles ウィンドウに、クライアント ア
ダプタがアクセス ポイントに認証されたかどうかが表示されます。

2. ユーザ名またはパスワードを間違って入力したり、ネットワーク上の RADIUS サーバで無効な
ユーザ名またはパスワードを入力した場合、Wireless Login Module ウィンドウが再表示され、
ログインが正しくないことを伝えるメッセージが表示されます。ユーザ名とパスワードを再入

力して、直ちに再試行できます。

3. 認証中に、クライアント アダプタがタイムアウトしました。アクセス ポイントの圏外にいる
ことがおそらく原因です。30 秒後に、認証の試行がタイムアウトしたこと、および、WLM を
再実行する必要があることを伝えるメッセージが表示されます。

保存されたユーザ名とパスワードの使用

（保存されたユーザ名とパスワードによる） LEAP または EAP-FAST 認証を使用するプロファイル

を選択した場合、またはこのプロファイルが選択されている状態でクライアント アダプタを取り出

し /再挿入するか、Windows CE デバイスをリセットした場合、クライアント アダプタは自動的に

認証を実行します。ACU Profiles ウィンドウに、クライアント アダプタがアクセス ポイントに認証

されたかどうかが表示されます。

（注） ACU Properties ウィンドウでユーザ名またはパスワードを間違って入力したり、ネットワー
ク上の RADIUS サーバで無効なユーザ名またはパスワードを入力した場合、Wireless Login
Module ウィンドウにログインが正しくないことを伝えるメッセージが表示されます。
Cancel をタップし、ACU Properties ウィンドウでユーザ名かパスワードを変更してから、
OK をタップします。
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（注） LEAP または EAP-FAST セッションをログアウトする場合、Start > Programs > Cisco >
Wireless Login Module の順に選択し、Wireless Login Module ウィンドウの Logout ボタンを
タップします。

EAP-FAST クレデンシャル期限切れの後

現在のプロファイルの EAP-FAST クレデンシャル（ユーザ名とパスワード）が期限切れ、または無

効になっている場合は、次の手順に従ってパスワードを変更します。

ステップ 1 Password Expired ウィンドウが表示され（図 6-2 を参照）、パスワードの有効期限が過ぎたことが示

されている場合、Old Password フィールドに古いパスワードを入力します。

図 6-2 Password Expired ウィンドウ

ステップ 2 New Password フィールドと Confirm New フィールドに新しいパスワードを入力し、OK をタップし

ます。

ステップ 3 プロンプトが表示されたら、ログオフし再度ログオンして、ローカルにキャッシュされているアカ

ウントを新しいパスワードで更新します。
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EAP-TLS の使用方法
ホストベース EAP 認証を使用するプロファイルを選択し、EAP-TLS 用にカードを設定してから、

次の手順に従って EAP 認証を行います。

（注） この手順は、プロファイルの選択、カードの取り出しと再挿入、またはリセット後に適用可能です。

ステップ 1 「EAP 認証プロセスを開始するには証明書の受け入れが必要である」という意味のメッセージが表

示された場合は、メッセージをタップし、その指示に従って証明書を受け入れます。

（注） 以後は、認証の際に証明書を受け入れる必要はありません。1 つを受け入れると、次から同
じ証明書が使用されます。

ステップ 2 サーバの証明書用のルート証明機関を示すメッセージが表示されます。 それが正しい認証機関の場

合は、OK をタップして、接続を承認してください。それ以外の場合は、Cancel をタップします。

ステップ 3 クライアント アダプタが接続されたサーバを示すメッセージが表示されます。 それが接続用の正

しいサーバの場合は、OK をタップして、接続を承認してください。それ以外の場合は、Cancel を
タップします。

ステップ 4 User Logon ウィンドウが表示されます（図 6-3 を参照）。

図 6-3 User Logon ウィンドウ
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ステップ 5 EAP-TLS ユーザ名およびオプションのドメイン名（RADIUS サーバに登録されているもの）をそれ

ぞれ該当するフィールドに入力します。たとえば、EAP-TLS ユーザ名が jsmith、ドメイン名が

corporate の場合、User Name フィールドに jsmith、Domain フィールドに corporate と入力します。

（注） ネットワークで Cisco Secure ACS サーバを使用している場合、Domain フィールドを空白の
ままにし、User Name フィールドに、username@fully.qualified.domain という形式で完全修飾
ドメイン名を入力します。たとえば、EAP-TLS ユーザ名が jsmith、ドメイン名が corporate
on Cisco.com の場合、User Name フィールドに jsmith@corporate.cisco.com と入力し、Domain
フィールドは空白のままにします。

ステップ 6 OK をタップします。これで、クライアント アダプタは EAP 認証を行いました。

PPC 2002 デバイスで認証を確認するには、Start > Programs > Cisco > AuthMgr の順に選択します。

ウィンドウ下部の Status フィールドに、認証ステータスが表示されます。認証が成功した場合は、

Status フィールドに Authenticated と表示され、IP Address フィールドにクライアント アダプタの IP

アドレスが表示されます。
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PEAP の使用方法

プロファイル選択、カード挿入、またはリセット後

ホストベース EAP 認証を使用するプロファイルを選択し、PEAP を使用するようにカードを設定し

た後、次の手順に従って EAP 認証を行います。

（注） この手順は、プロファイル選択、カードの取り出し / 再挿入、またはリセット後、Windows NT ま
たは 2000 ドメイン、LDAP、OTP ユーザ データベースで利用できます。

ステップ 1 ネットワークにアクセスするのに証明書や他のクレデンシャルを選択する必要があることを伝え

るメッセージが表示される場合、このメッセージをタップします。

ステップ 2 サーバの証明書用のルート証明機関を示すメッセージが表示されます。それが正しい認証機関の場

合は、OK をタップして、接続を承認してください。それ以外の場合は、Cancel をタップします。

ステップ 3 クライアント アダプタが接続されたサーバを示すメッセージが表示されます。それが接続用の正し

いサーバの場合は、OK をタップして、接続を承認してください。それ以外の場合は、Cancel を
タップします。

ステップ 4 Static Password ウィンドウが表示されます（図 6-4 を参照）。

（注） 無線ネットワークのログオン情報を処理するように求めるメッセージが表示されたら、こ

のメッセージをタップします。次に、Static Password ウィンドウが表示されます。

図 6-4 Static Password ウィンドウ
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ステップ 5 PEAP 認証ユーザ名とパスワード（RADIUS サーバに登録されているもの）を適切なフィールドに

入力します。

ステップ 6 該当する場合は、Domain フィールドにドメイン名を入力します。

（注） ドメイン名は、OTP データベースでは不要です。

ステップ 7 OK をタップします。これで、クライアント アダプタは EAP 認証を行いました。

PPC 2002 デバイスで認証を確認するには、Start > Programs > Cisco > AuthMgr の順に選択します。

ウィンドウ下部の Status フィールドに、認証ステータスが表示されます。認証が成功した場合は、

Status フィールドに Authenticated と表示され、IP Address フィールドにクライアント アダプタの IP

アドレスが表示されます。
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パスワードの有効期限後（Windows NT または 2000 ドメイン データベースの場合）

PEAP に Wndows NT または 2000 ドメイン データベースを使用し、現在のユーザ名のパスワードの

有効期限が経過した場合、次の手順に従ってパスワードを変更します。

ステップ 1 Change Password ウィンドウが表示され（図 6-5 を参照）、パスワードの有効期限が過ぎたことが示

されている場合、Old Password フィールドに古いパスワードを入力します。

図 6-5 Change Password ウィンドウ

ステップ 2 New Password フィールドと Confirm New Password フィールドに新しいパスワードを入力します。

（注） Windows NT または 2000 ドメイン ユーザ データベースでもパスワードが変更されます。

ステップ 3 OK をタップします。クライアント アダプタでは新しいパスワードを使用して認証が行われます。
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7

診断の実行

この章では、ACU を使用して、ユーザレベルの診断を実行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。

• ACU 診断ツールの概要（P.7-2）

• Signal Strength Display Units の設定（P.7-2）

• クライアント アダプタのステータスの表示（P.7-3）

• クライアント アダプタの統計情報の表示（P.7-7）
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ACU 診断ツールの概要
ACU 診断ツールを使うと、無線ネットワーク内のクライアント アダプタのパフォーマンスを評価

できます。これらのツールを使用すると、次の機能を実行できます。

• クライアント アダプタの現在のスタータスの表示

• クライアント アダプタのデータの送受信に関する統計情報の表示

Signal Strength Display Units の設定
ACU Status ウィンドウに信号強度を表示するために使用される単位を指定する手順は、次のとおり

です。

ステップ 1 ACU  アイコンをダブルタップするか、Start > Programs > Cisco > ACU の順に選択します。Profiles

ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 Options ボタンをタップします。ACU Options ウィンドウが表示されます（図 7-1 を参照）。

図 7-1 ACU Options ウィンドウ

ステップ 3 Signal Strength Display Units に対し、次のどちらかのオプションを選択します。

• Percent（%）：信号強度をパーセントで表示します。これはデフォルト設定です。

• dBm：信号強度をミリワットあたりのデシベルで表示します。

ステップ 4 OK をタップして、変更を保存します。
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クライアント アダプタのステータスの表示
現在のクライアント アダプタのステータスを確認する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Profiles ウィンドウで Status タブをタップします。Status ウィンドウが表示されます。図 7-2 は、信

号強度の値がパーセントで表示された Status ウィンドウを示しています。図 7-3 は、信号強度の値

が dBm で表示された同ウィンドウです。

図 7-2 Status ウィンドウ（信号強度をパーセントで表示）

図 7-3 Status ウィンドウ（信号強度を dBm で表示）
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表 7-1 は、Status ウィンドウに表示される各要素とその説明を示しています。

表 7-1 クライアント アダプタ ステータス

ステータス 説明

Status ウィンドウの最初の

行

クライアント アダプタの動作モードと、アソシエート先のアクセス ポイントの名前を示し

ます。

値： Not Associated、Associated、Authenticated、または Ad Hoc Mode

（注） アクセス ポイントの名前が表示されるのは、クライアント アダプタがインフラス
トラクチャ モードで動作し、（Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降が実行されている
アクセス ポイントで）Aironet Extensions が有効になっている場合だけです。

Associated Access Point 

MAC Address

クライアント アダプタのアソシエート先のアクセス ポイントの MAC アドレス。クライア

ント アダプタがインフラストラクチャ モードで動作している場合だけ表示されます。

（注） このフィールドには、アクセス ポイントのイーサネット ポートの MAC アドレス
（Cisco IOS が実行されていないアクセス ポイントの場合）、またはアクセス ポイン
トの無線の MAC アドレス（Cisco IOS が実行されているアクセス ポイントの場合）
が表示されます。Cisco IOS が実行されているアクセス ポイントのイーサネット
ポートの MAC アドレスは、デバイスの背面のラベルに印刷されています。

Associated Access Point IP 

Address

クライアント アダプタのアソシエート先のアクセス ポイントの IP アドレス。クライアン

ト アダプタがインフラストラクチャ モードで動作し、アクセス ポイントで IP アドレスが

設定され、（Cisco IOS Release 12.2(4)JA 以降が実行されているアクセス ポイントで）Aironet

Extensions が有効になっている場合にだけ表示されます。

（注） Aironet Extensions が無効になっている場合、アソシエート先のアクセス ポイントの
IP アドレスは 0.0.0.0 と表示されます。

Signal Strength すべての受信パケットの信号の強度。値が大きいほど、棒グラフが緑色になり、信号が強

いことを示します。

棒グラフの下のヒストグラムは、現在の信号の強度を視覚的に示しています。信号の強度

は、緑色（最も強い）、黄色（中程度）、赤色（最も弱い）の 3 色で表されます。

値の範囲： 0 ～ 100% または -95 ～ -45dBm

Signal Quality すべての受信パケットの信号の品質。値が大きいほど、棒グラフが緑色になり、信号が明

瞭であることを示します。

棒グラフの下のヒストグラムは、現在の信号の品質を視覚的に示しています。信号の品質

は、緑色（最も高い）、黄色（中程度）、赤色（最も低い）の 3 色で表されます。

値の範囲： 0 ～ 100%

（注） この設定は、信号強度をパーセントで表示するように選択した場合にのみ表示され
ます。詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.7-2）を参照してください。
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Noise Level 2.4GHz 帯域での背景の無線周波エネルギーのレベル。値が小さいほど、棒グラフが緑色に

なり、背景ノイズが弱いことを示します。

値の範囲： -100 ～ -5dBm

（注） この設定は、信号強度を dBm で表示するように選択した場合にのみ表示されます。
詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.7-2）を参照してください。

Overall Link Quality クライアント アダプタがアクセス ポイントと通信する能力。 これは、アダプタの信号強度

と信号品質の両方の結果によって決まります。

値： Not Associated、Poor、Fair、Good、Excellent

（注） この設定は、信号強度をパーセントで表示するように選択した場合にのみ表示され
ます。詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.7-2）を参照してください。

Signal to Noise Ratio 信号強度と現在のノイズ レベルの差。値が大きいほど、アクセス ポイントと通信するため

のクライアント アダプタの能力が高くなります。

値の範囲： 0 ～ 90 dB

（注） この設定は、信号強度を dBm で表示するように選択した場合にのみ表示されます。
詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.7-2）を参照してください。

送信電力 クライアント アダプタの、現在の送信電力レベル。最大レベルは、各国の規制機関によっ

て異なる値が規定されています。

値： 1、5、20、30、50、または 100mW

（注） クライアント アダプタの電力レベルの設定については、表 5-1 の Transmit Power パ
ラメータの説明を参照してください。

Link Speed クライアント アダプタの、現在のデータ パケット送信レート。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps

Channel Set 現在の構成のクライアント アダプタが準拠している規制地域（北米など）。ユーザはこの値

を選択できません。

（注） 各チャネルのチャネル識別番号、チャネル中心周波数、および規制地域のリスト
は、付録 C を参照してください。

MAC アドレス 工場出荷時にクライアント アダプタに割り当てられた MAC アドレス。

表 7-1 クライアント アダプタ ステータス（続き）

ステータス 説明
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ステップ 2 OK をタップし、Status ウィンドウを閉じます。

Encryption データ パケットに使用されている暗号化のタイプを示します。

値： None、WEP、Cisco TKIP、または WPA TKIP

（注） これらの暗号化タイプの詳細は、「セキュリティ機能の概要」の項（P.5-12）を参照
してください。

Encryption 説明

None データの暗号化が無効になっています。

WEP 静的または動的 WEP は有効になっていますが、MMH MIC と

WPA はいずれも有効になっていません。

Cisco TKIP MMH MIC が有効になっています。

WPA TKIP WPA が有効になっています。

メッセージ完全性チェック

（MIC）

アクセス ポイントとの間で送受信されたパケットを保護するためにクライアント アダプ

タがメッセージ完全性チェック（MIC）を使用しているかどうかを示します。

MIC は、暗号化されたパケットへのビットフリップ攻撃を阻止します。ビットフリップ攻

撃では、暗号化されたメッセージが不正侵入者によって傍受され、簡単な変更が加えられ

ます。その後、このメッセージは不正侵入者から再び送信され、受信側で正規のメッセー

ジとして受信されます。

（注） MIC はクライアント アダプタのドライブで自動的にサポートされますが、アクセ
ス ポイントで有効になっている必要があります。

値： None、MMH、または Michael

Message Integrity Check 説明

None MIC が無効になっています。

MMH MIC が有効であり、Cisco TKIP とともに使用されています。

Michael MIC が有効であり、WPA TKIP とともに使用されています。

Current IP Address クライアント アダプタの IP アドレス。DHCP サーバから IP アドレスを取得するよう

Windows CE デバイスを設定している場合、Renew ボタンを押して IP アドレスの解放およ

び更新を開始できます。

（注） このパラメータと Renew ボタンが表示されるのは、PPC 2002、PPC 2003、HPC 2000、
CE .NET デバイスだけです。

Driver Version Windows CE デバイスにインストールされているクライアント アダプタのドライバのバー

ジョン。

Firmware Version クライアント アダプタで現在実行されているファームウェアのバージョン。

表 7-1 クライアント アダプタ ステータス（続き）

ステータス 説明
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クライアント アダプタの統計情報の表示
ACU を使用して、クライアント アダプタでどのようにデータが送受信されたかを示す統計情報を

表示できます。また、メッセージ完全性チェック（MIC）の統計情報は、クライアント アダプタの

ドライバが MIC をサポートし、MIC がアクセス ポイントで有効になっている場合に表示されます。

（注） ここに表示される送受信の統計情報は、ホストの統計情報です。つまり、Windows CE デバイスで
送信または受信されたパケットおよびエラーを示します。アクセス ポイントまたは ACU サイト調
査ツールからのリンク ステータス テストは、ファームウェア レベルで実行されるため、Statistics
ウィンドウで表示される統計情報には反映されません。

クライアント アダプタの統計情報を表示する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Profiles ウィンドウで Statistics タブをタップします。Receive Statistics ウィンドウが表示されます

（図 7-4 を参照）。

図 7-4 Receive Statistics ウィンドウ

統計は、クライアント アダプタ の起動直後から計算されます。
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表 7-2 は、表示されるクライアント アダプタの受信統計情報とその説明を示しています。

表 7-2 受信統計情報

統計情報 説明

Multicast Packets 問題なく受信されたマルチキャスト パケットの数。

Broadcast Packets 問題なく受信されたブロードキャスト パケットの数。

Unicast Packets 問題なく受信されたユニキャスト パケットの数

Bytes Received 問題なく受信されたデータのバイト数。

Beacons Received 問題なく受信されたビーコン パケットの数。

PLCP CRC Errors クライアント アダプタが 802.11 Physical Layer Convergence Protocol

（PLCP; 物理レイヤ コンバージェンス プロトコル）ヘッダーの受信を開

始したが、ヘッダーに Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）

エラーがあるため、パケットの残りの部分が無視された回数。

（注） CRC エラーは、クライアント アダプタの設置密度が高いために
生じるパケットの衝突、同一チャネルにおけるアクセス ポイン
トの制御範囲の重複、信号の跳ね返りによるマルチパスの多発、
または電子レンジやコードレス電話機などからの別の 2.4GHz
信号などに起因します。

MAC CRC Errors 802.11 PLCP ヘッダーは有効だが、データ部に CRC エラーが含まれて

いたパケットの数。

（注） CRC エラーは、クライアント アダプタの設置密度が高いために
生じるパケットの衝突、同一チャネルにおけるアクセス ポイン
トの制御範囲の重複、信号の跳ね返りによるマルチパスの多発、
または電子レンジやコードレス電話機などからの別の 2.4GHz
信号などに起因します。

Up Time（時間 :分 :秒） クライアント アダプタが起動してからの経過時間（時間 :分 :秒）。ク

ライアント アダプタが 24 時間以上稼働している場合は、「日数 , 時間 :

分 :秒」で表されます。
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ステップ 2 クライアント アダプタの送信統計情報を表示するには、Category ドロップダウン メニューの矢印

をタップし、Transmit Stats を選択します。Transmit Statistics ウィンドウが表示されます（図 7-5 を

参照）。

図 7-5 Transmit Statistics ウィンドウ

表 7-3 は、クライアント アダプタ に対して表示される各送信統計情報を示しています。

表 7-3 送信統計情報

統計情報 説明

Multicast Packets 問題なく送信されたマルチキャスト パケットの数。

Broadcast Packets 問題なく送信されたブロードキャスト パケットの数。

Unicast Packets 問題なく送信されたユニキャスト パケットの数。

Bytes Transmitted 問題なく送信されたデータのバイト数。

Packets Retry Long 再送信された正常データ パケットの数。

Packets Retry Short 再送信された Request to Send（RTS）パケットの数。

Packets Max Retries 最大再試行回数に到達した後、送信に失敗したパケットの数。

Up Time（時間 :分 :秒） クライアント アダプタが起動してからの経過時間（時間 :分 :秒）。ク

ライアント アダプタが 24 時間以上稼働している場合は、「日数 , 時間 :

分 :秒」で表されます。



第 7 章     診断の実行
クライアント アダプタの統計情報の表示

7-10
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版

OL-1375-05-J

ステップ 3 クライアント アダプタの MIC 統計情報を表示するには、Category ドロップダウン メニューの矢印

をタップし、MIC Stats を選択します。MIC Statistics ウィンドウが表示されます（図 7-6 を参照）。

（注） MIC Stats オプションを利用できるのは、クライアント アダプタのドライバが MIC をサポー
トし、アクセス ポイントで MIC が有効になっている場合だけです。

図 7-6 MIC Statistics ウィンドウ

表 7-4 は、クライアント アダプタ に対して表示される各 MIC 統計情報を示しています。

ステップ 4 OK をタップし、Statistics ウィンドウを閉じます。

表 7-4 MIC 統計情報

統計情報 説明

Packets MIC OK 有効な MIC とともに問題なく受信されたパケットの数。

Packets No MIC MIC が検出できなかったために廃棄されたパケットの数。

Packets Incorrect MIC MIC の値に誤りがあるために廃棄されたパケットの数。

Packets No MIC Seed MIC シードが受信できなかったために廃棄されたパケットの数。

Packets Wrong MIC Seq MIC シーケンス番号が不適切なために廃棄されたパケットの数。
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8

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。

• PC カードの挿入と取り出し（P.8-2）

• クライアント アダプタ ソフトウェアのアップグレード（P.8-3）

• クライアント ユーティリティの手順（P.8-9）

• CA およびユーザ証明書の手順（PPC 2002 デバイスでホストベース EAP を使用する場合）
（P.8-10）

• クライアント アダプタの再起動（P.8-11）
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PC カードの挿入と取り出し
この項では、Windows CE デバイスへの PC カードの挿入と取り出しの手順について説明します。

Windows CE デバイスへの PC カードの挿入

Windows CE デバイスに PC カードを挿入する手順は、次のとおりです。

注意 ここで説明する手順と物理的な接続は、従来型の PC カード スロットに広く当てはまります。カス
タム機器や従来型でない機器については、PC カード スロットの構成が異なる場合があるので注意
してください。

ステップ 1 作業を始める前に、PC カードを確認します。カードの一端は 2 列の 68 ピンの PC カード コネクタ

です。カードは、PC カード 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。

注意 コンピュータの PC カード スロットに PC 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。PC 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。

ステップ 2 しっかりと装着されるよう適度な力を加えながら、PC カードを PC カード スロットに挿入します

（図 8-1 を参照）。

図 8-1 コンピュータ デバイス への PC カードの挿入

Windows CE デバイスからの PC カードの取り出し

Windows CE デバイスから PC カードを取り出す必要がある場合は、次の手順に従ってください。

インストールと設定が正常に完了した後に PC カードを取り出すには、Eject ボタンを押して、PC 

カード スロットからカードを抜き出します。PC カードを再挿入すると、ネットワークへの接続が

再度確立されます。

8
8
4
9
8
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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
この項では、次の各手順について説明します。

• ファームウェアのアップグレード（下記を参照）

• ドライバとクライアント ユーティリティのアップグレード（P.8-7）

ファームウェアのアップグレード

クライアント アダプタは、ファームウェアがフラッシュメモリにインストールされた状態で出荷さ

れますが、より新しいバージョンのファームウェアを Cisco.com からダウンロードできます。最新

バージョンの無線ファームウェアを使用することをお勧めします。この項の手順に従ってクライア

ント アダプタのファームウェア バージョンを調べ、Cisco.com からより新しいバージョンが入手可

能な場合はアップグレードしてください。

（注） クライアント アダプタ ドライバおよびユーティリティ バージョン 2.60 では、ファームウェア バー
ジョン 5.60.08 の使用をお勧めします。

ファームウェア バージョンの確認

次の手順に従って、クライアント アダプタのファームウェアをアップグレードする必要があるかど

うかを判断します。

ステップ 1 クライアント アダプタが現在使用しているファームウェアのバージョンを確認する手順は、次のと

おりです。

a. ACU  アイコンをダブルタップするか、Start > Programs > Cisco > ACU の順に選択します。

b. Firmware タブをタップします。Firmware ウィンドウが表示されます（図 8-2 を参照）。

図 8-2 Firmware ウィンドウ

クライアント アダプタが Windows CE デバイスに挿入されていると、クライアント アダプタの
ファームウェアの現在のバージョンがウィンドウ上部に表示されます。
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ステップ 2 Cisco.com からダウンロード可能な最新のファームウェア バージョンを確認する手順は、次のとお

りです。

a. 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。

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml

b. Option #2: Aironet Wireless Software Display Tables を選択します。

c. Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters を選択します。

d. クライアント アダプタのファームウェアのセクションを探します。

e. ご使用のクライアント アダプタ シリーズ（350 シリーズなど）のリンクを選択します。

f. 無線ファームウェアに利用できるファイル名を確認します。「v」の後ろの数字は、バージョン
番号を表しています。たとえば、v50219 は、ファームウェア バージョン 5.02.19 を表します。

ステップ 3 Cisco.com で入手できるファームウェアのバージョン番号が現在クライアント アダプタにインス

トールされているファームウェアよりも大きい場合は、下記「新しいファームウェアのロード」の

項の手順に従ってファームウェアをアップグレードします。

新しいファームウェアのロード

注意 ファームウェアのフラッシュ プロセスの間に電源障害が発生し、クライアント アダプタが動作不
能になるリスクを最小限に抑えるために、Windows CE デバイスを AC 電源に接続するか、バッテ
リを完全に充電してからフラッシュを開始することをお勧めします。電源障害が発生した場合は、

「はじめに」にある 「Technical Assistance Center」 の手順に従って、TAC にお問い合わせください。

クライアント アダプタに新しいファームウェアをロードする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Microsoft ActiveSync が動作しているラップトップまたは PC に Windows CE デバイスを接続します。

通常シリアルまたは USB ケーブルを使って、これを接続します。

Windows CE デバイス上に、ホストに接続中であることを示すメッセージが表示されます。Windows

CE デバイスが接続されると、New Partnership ウィンドウがラップトップまたは PC に表示されま

す。このウィンドウで、パートナーシップを設定するかどうかを尋ねられます。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• ラップトップまたは PC と Windows CE デバイス間でのファイルの同期を可能にするパート
ナーシップを確立する場合、Yes を選択して Next をクリックします。そして、ウィンドウ上の
指示に従って同期するファイルを指定し、パートナシップの設定を完了します。

• ファイルを同期せず、「guest」として接続する場合は、No を選択し、Next をクリックします。
guest として接続したことがウィンドウに表示されます。

ステップ 3 ラップトップまたは PC の Web ブラウザを使用して次の URL にアクセスします。

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml
http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml
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ステップ 4 Option #2: Aironet Wireless Software Display Tables を選択します。

（注） Display Tables 以外に Software Selector ツールを使用してソフトウェアをダウンロードする
こともできます。そのためは、Option #1: Aironet Wireless Software Selector を選択し、ウィ
ンドウの指示に従い、ステップ 9 に進みます。

ステップ 5 Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters を選択します。

ステップ 6 クライアント アダプタのファームウェアのセクションを探します。

ステップ 7 ご使用のクライアント アダプタ シリーズ（350 シリーズなど）のリンクを選択します。

ステップ 8 クライアント アダプタの最新のファームウェア ファイルを選択します。

ステップ 9 暗号認証フォームに入力し、ソフトウェア使用許諾契約の条項を読み、同意します。

ステップ 10 もう一度ダウンロードするファームウェア ファイルを選択します。

ステップ 11 ファイルをフロッピー ディスクか、ラップトップ または PC のハード ドライブに保存します。

ステップ 12 Windows エクスプローラを使用してファイルを探し、それをダブル クリックして、イメージ ファ

イルをフォルダ内に解凍します。

ステップ 13 ラップトップまたは PC 上の ActiveSync ウィンドウで Explore ボタンをクリックし、Windows CE デ

バイス上のファイルを表示します。

ステップ 14 Windows エクスプローラから ActiveSync ウィンドウ内に、ファームウェア イメージをドラッグ ア

ンド ドロップします。

（注） お使いの Windows CE デバイスが Windows CE 3.0 を実行している PPC の場合は、ファーム
ウェア イメージを My Documents フォルダか、My Documents 内のフォルダにコピーする必
要があります。

ステップ 15 ファイルをコピーした後、Windows CE デバイスの接続を解除します。

ステップ 16 クライアント アダプタが Windows CE デバイスにインストールされていて、動作可能であることを

確認します。

ステップ 17 Windows CE デバイスで ACU を開き、Firmware タブをタップします。Firmware ウィンドウが表示

されます（図 8-2 を参照）。

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml
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ステップ 18 Browse ボタンをタップします。Open ウィンドウが表示されます（図 8-3 を参照）。

図 8-3 Open ウィンドウ

ステップ 19 次のいずれかを実行します。

• PPC デバイスを使用している場合は、新しいファームウェア イメージが置かれているフォルダ
を Folder ドロップダウン メニューから選択します。次に、ウィンドウ中央の Name フィールド
で新しいファームウェア イメージ ファイル（*.img）をタップします。

• HPC または Windows CE .NET デバイスを使用している場合は、新しいファームウェア イメー
ジ ファイル（*.img）を探して選択すると、ウィンドウ下部にある Name フィールドにそのファ
イルの名前が表示されます。

ステップ 20 OK をタップします。

（注） OK ボタンが使用できない場合、Windows CE デバイスのキーボードで Enter キーをタップ
します。

新しいファームウェアがロードされる間、進捗バーが表示されます。選択されたイメージがクライ

アント アダプタのフラッシュ メモリに無事ロードされると、「Firmware Upgrade Complete!」という

メッセージが表示されます。

ステップ 21 OK をタップし、Firmware ウィンドウを閉じます。
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ドライバとクライアント ユーティリティのアップグレード

この項の手順に従ってクライアント アダプタのドライバおよびクライアント ユーティリティの

バージョンを調べ、Cisco.com から最新バージョンを入手できる場合はアップグレードしてくださ

い。

（注） ドライバ、クライアント ユーティリティ、およびオンライン ヘルプ ファイルは一緒にインストー
ルされます。

ドライバとクライアント ユーティリティのバージョンの確認

この項の手順に従って、クライアント アダプタのドライバまたはクライアント ユーティリティを

アップグレードする必要があるかどうかを判断します。

ステップ 1 クライアント アダプタが現在使用しているドライバのバージョンを確認する手順は、次のとおりで

す。

a. ACU  アイコンをダブルタップするか、Start > Programs > Cisco > ACU の順に選択します。

b. Status タブをタップします。クライアント アダプタが Windows CE デバイスにインストールさ
れ、動作可能な場合は、クライアント アダプタのドライバの現在のバージョンが Status ウィン
ドウに表示されます。

ステップ 2 クライアント アダプタが現在使用している ACU または WLM のバージョンを確認する手順は、次

のとおりです。

a. ACU のバージョンを確認するには、Profiles ウィンドウの About ボタンをタップします。About
ウィンドウに、ACU の現在のバージョンが表示されます。

b. WLM のバージョンを確認するには、Wireless Login Module アイコンをダブルタップするか、
Start > Programs > Cisco > Wireless Login Module の順に選択します。Wireless Login Module ウィ
ンドウの Password フィールドの下に、ユーティリティの現在のバージョンが表示されます。

ステップ 3 Cisco.com で入手できる最新のドライバおよびクライアント ユーティリティを確認する手順は、次

のとおりです。

a. 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。

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml

b. Option #2: Aironet Wireless Software Display Tables を選択します。

c. Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters を選択します。

d. Windows CE クライアント アダプタのドライバとユーティリティのセクションを探します。

e. デバイスのオペレーティング システムに応じて、Windows CE 3.0 か Windows CE .NET のリン
クを選択します。

（注） デバイスが実行している Windows CE バージョンが不明の場合は、「Windows CE バー
ジョンの確認」の項（P.3-2）を参照してください。

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml
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f. ファイル名の下の説明に含まれる、ドライバおよびクライアント ユーティリティのリリース番
号を確認します。これらが Cisco.com で入手できる最新のバージョンです。

ステップ 4 Cisco.com で入手できるドライバまたはクライアント ユーティリティのバージョンが現在クライア

ント アダプタで使用しているバージョンよりも大きい場合、下記の「現在のドライバとクライアン

ト ユーティリティのアンインストール」の項の手順に従って、現在のドライバとクライアント ユー

ティリティを削除した後、「ドライバとクライアント ユーティリティのインストール」の項（P.3-3）

の手順に従って新しいドライバとクライアント ユーティリティをインストールします。

現在のドライバとクライアント ユーティリティのアンインストール

クライアント ドライバの既存のドライバとクライアント ユーティリティをアンインストールして

から、新しいバージョンにアップグレードすることをお勧めします。クライアント アダプタの現在

のドライバとクライアント ユーティリティをアンインストールする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 クライアント アダプタを Windows CE デバイスから取り出します。

ステップ 2 Start > Settings > System タブ > Remove Programs をタップするか（PPC デバイスの場合）、Start > 

Settings > Control Panel > Remove Programs をタップします（HPC または Windows CE .NET デバイ

スの場合）。

ステップ 3 Cisco Wireless LAN Adapter をタップします。

ステップ 4 Remove ボタンをタップします。

ステップ 5 アダプタのアンインストールの確認を要求するメッセージが表示されたら、Yes をタップします。

ステップ 6 OK をタップします。ドライバ、クライアント ユーティリティ、レジストリ エントリ、および Cisco

ディレクトリが削除されます。

ステップ 7 新しいドライバとクライアント ユーティリティをロードする手順については、「ドライバとクライ

アント ユーティリティのインストール」の項（P.3-3）を参照してください。
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クライアント ユーティリティの手順
この項では、次の各手順について説明します。

• クライアント ユーティリティの開始 （P.8-9）

• クライアント ユーティリティの終了（P.8-9）

• クライアント ユーティリティのバージョンの確認（P.8-9）

• HPC および Windows CE .NET デバイスのクライアント ユーティリティ アイコンの削除
（P.8-10）

クライアント ユーティリティの開始

Windows CE デバイスで ACU を開始するには、ACU アイコンをダブルタップするか、Start > 

Programs > Cisco > ACU の順に選択します。Profiles ウィンドウが表示されます。

Windows CE デバイスで WLM を開始するには、 Wireless Login Module アイコンをダブルタップす

るか、Start > Programs > Cisco > Wireless Login Module の順に選択します。Wireless Login Module

ウィンドウが表示されます。

クライアント ユーティリティの終了

ACU または WLM を終了するには、OK をタップします。

クライアント ユーティリティのバージョンの確認

クライアント アダプタが使用している ACU と WLM のバージョンを確認するには、Profiles ウィン

ドウの About ボタンをタップします。About ウィンドウが表示されます（図 8-4 を参照）。

図 8-4 About ウィンドウ

About ウィンドウに、ACU の現在のバージョンが表示されます。WLM のバージョンは、ACU の

バージョンと同じです。
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HPC および Windows CE .NETデバイスのクライアント ユーティリティ アイコンの削除

クライアント ユーティリティをインストールしたとき、HPC および Windows CE .NET デバイスの

デスクトップに ACU と WLM のアイコンが自動的に追加されます。デスクトップからこれらのア

イコンを削除するには、Alt キーを押しながらアイコンをタップします。次に、Delete、Yes の順に

タップして決定を確定します。

（注） または、ファイル エクスプローラまたは Windows エクスプローラから、デスクトップを参照し、
アイコンを選択し、削除することもできます。

CA およびユーザ証明書の手順（PPC 2002 デバイスでホストベース
EAP を使用する場合）

PPC 2002 デバイスで EAP-TLS または PEAP 認証に使用する CA およびユーザ証明書を表示または

削除する手順は、次のとおりです。

（注） CA およびユーザ証明書を取得しインポートする手順については、第 5章を参照してください。

CA およびユーザ証明書の表示

PPC 2002 デバイスで、CA およびユーザ証明書の詳細を表示する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Start > Programs > Cisco >  CertMgr の順に選択します。Certificate Manager ウィンドウが表示され

ます（図 8-5 を参照）。

図 8-5 Certificate Manager ウィンドウ
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ステップ 2 Certificate ドロップダウン メニューで、Trusted Authorities（CA 証明書を表示する場合）、または

My Certificates （ユーザ証明書を表示する場合）を選択します。

ステップ 3 表示する証明書を選択します。

ステップ 4 View ボタンをタップします。発行者、有効期限、シリアル番号など、証明書に関する情報が得ら

れるウィンドウが表示されます。

CA およびユーザ証明書の削除

ステップ 1 Start > Programs > Cisco >  CertMgr の順に選択します。Certificate Manager ウィンドウが表示され

ます（図 8-5 を参照）。

ステップ 2 Certificate ドロップダウン メニューで、Trusted Authorities（CA 証明書を削除する場合）、または

My Certificates （ユーザ証明書を削除する場合）を選択します。

ステップ 3 削除する証明書を選択します。

ステップ 4 Remove ボタンをタップします。選択した証明書が削除されます。

クライアント アダプタの再起動
ACU を使用し、必要に応じてクライアント アダプタを再起動できます。たとえば、次のような理

由によりアダプタを再起動します。

• クライアント アダプタのスループットが低いので、クライアント アダプタを再起動すること
によって現在のアクセス ポイントとのアソシエーションを強制的に解除し、より信号の強いア
クセス ポイントと再アソシエーションしたい。

• LEAP を使用していたが、その後 ACU でこれを無効にするため、クライアント アダプタを再
起動することによって LEAP 認証中に割り当てられた動的 WEP キーの使用を中止したい。

クライアント アダプタを再起動する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ACU Profiles ウィンドウに移動します。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• アクティブ プロファイルを変更し、再びこれを選択します。

• Manage Profiles ボックスでアクティブ プロファイルを選択し、Edit ボタンをタップし、OK を
タップします。

ドライバによってクライアント アダプタの無線が停止され、設定が書き込まれた後（パラメータ設

定は変更されていなくても）、無線が再起動します。
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9

トラブルシューティング

この章では、クライアント アダプタのインストールまたは操作時に発生する可能性のある、一般的

な問題の診断および解決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。

• 最新のトラブルシューティング情報へのアクセス（P.9-1）

• インジケータ LED の意味（P.9-2）

• クライアント アダプタのトラブルシューティング（P.9-3）

• エラー メッセージ（P.9-5）

• ヘルプの表示（P.9-16）

最新のトラブルシューティング情報へのアクセス

この章では、クライアント アダプタのトラブルシューティングにおける基本的なヒントを示しま

す。より最新かつ詳細なトラブルシューティング情報については、TAC Web サイトを参照してく

ださい。このサイトへアクセスするには、Cisco.com へアクセスし、Technical Support > Hardware
Support > Wireless Devices の順にクリックします。次に製品名を選択し、Troubleshooting をクリッ

クして実際に起こっている問題に関する情報を検索します。
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インジケータ LED の意味
クライアント アダプタには、メッセージとエラー状態を示す次の 2 つの LED があります。

• Link Integrity/Power LED（緑色）：クライアント アダプタに電源が投入されると点灯し、ネッ
トワークに接続されるとゆっくりと点滅します。

• Link Activity LED（オレンジ色）：クライアント アダプタがデータを送信または受信している
ときは速く点滅し、等間隔で点滅を繰り返している場合はエラー状態であることを示します。

表 9-1 は、正常稼動時の LED の状態と意味を説明します。表 9-2 は、エラー時の LED の状態と意

味を説明します。

表 9-1 正常稼働時の LED の状態と意味

緑色の LED オレンジ色の LED 状態

速い点滅 速い点滅 電源が投入され、自己診断テストに合格し、クライアント アダプタがネッ

トワークを走査している。

遅い点滅 速い点滅 クライアント アダプタがアクセス ポイントにアソシエートされている。

常に点灯、または

遅い点滅

速い点滅 クライアント アダプタがアクセス ポイントにアソシエートされ、データ

の送信または受信を行っている。

オフ 速い点滅 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。

常に点灯 速い点滅 クライアント アダプタがアド ホック モードに設定されている。

表 9-2 エラー時の LED の状態と意味

緑色の LED オレンジ色の LED 状態および推奨アクション

オフ オフ 電源が入っていないか、またはエラーが発生している。

オフ 2 秒に 1 度の割合で点滅 RAM の障害。テクニカル サポート情報については、「はじめに」の「技

術情報の入手方法」を参照してください。

オフ 2 秒休止、2 回速く点滅、

1 秒休止、1 回点滅

設定エラーが発生している（ACU で静的な WEP が有効になっているにも

かかわらず、有効な WEP キーがプログラミングされていない状態など）。

クライアント アダプタの設定を再度チェックします。

オフ 2 回速く点滅、2 秒休止 フラッシュ ブート ブロックのチェックサム エラー。テクニカル サポート

情報については、「はじめに」の「技術情報の入手方法」を参照してくだ

さい。

オフ 3 回速く点滅、2 秒休止 ファームウェアのチェックサム エラー。ファームウェアを再ロードして

ください。

オフ 4 回速く点滅、2 秒休止 MAC アドレス エラー（MAC チップの読み取りエラー）。ファームウェア

を再ロードしてください。

オフ 5 回速く点滅、2 秒休止 物理層（PHY）アクセス エラー。テクニカル サポート情報については、

「はじめに」の「技術情報の入手方法」を参照してください。

オフ 6 回速く点滅、2 秒休止 ファームウェアの互換性がない。正しいファームウェア バージョンを

ロードしてください。
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クライアント アダプタのトラブルシューティング
この項では、クライアント アダプタに問題が発生した場合のトラブルシューティングのヒントを示

します。

IP アドレスの取得に関する問題

DHCP を使用して IP アドレスを取得するようにネットワークを設定している場合、特に、一時停止

/再開の状況において DHCP リースの更新に失敗することがあります。DHCP で IP アドレスの再取

得が試みられるようにするには、ACU Status ウィンドウで Renew ボタンをタップするか、Windows

CE デバイスの電源を切り、再度電源を入れます。またはクライアント アダプタを取り出して、再

挿入します。

アクセス ポイントとのアソシエーションに関する問題

クライアント アダプタをアクセス ポイントにアソシエートできない場合は、次の手順に従います。

• 可能であれば、Windows CE デバイスをアクセス ポイントに近い位置に移動し、再度アソシエー
ションを試みます。

• クライアント アダプタがデバイスの PC カード スロットに確実に挿入されていることを確認
します。

• アクセス ポイントに電源が入っており、稼働していることを確認します。

• クライアント アダプタとアクセス ポイントの両方に、すべてのパラメータが正しく設定され
ていることを確認します。パラメータには、SSID、WEP の有効化、EAP の有効化、インフラ
ストラクチャ モードなどが含まれます。

• 以上の処置を講じても、クライアント アダプタをアソシエートできない場合は、「はじめに」
の「技術情報の入手方法」にあるテクニカル サポート情報を参照してください。

アクセス ポイントの認証に関する問題

クライアント アダプタが 40 ビット カードで、EAP 認証が有効に設定されている場合、128 ビット

の暗号化を使用するアクセス ポイントにアソシエートできますが、認証することはできません。128

ビットの暗号化を使用するアクセス ポイントから認証を得るには、次の 2 つの方法があります。

• 128 ビットのクライアント アダプタを購入します。これは最も安全な方法です。

• クライアント アダプタの静的な WEP を無効にし、アダプタとアクセス ポイントを混合セルに
アソシエートするように設定します。この方法では、データが RF ネットワークを介して送信
されるため、暗号化されません。そのため、セキュリティ上のリスクが伴います。

ネットワークへの接続に関する問題

適切なドライバおよびクライアント ユーティリティをインストールしてあるにもかかわらず、ネッ

トワークへの接続障害が生じた場合は、IS 担当者にお問い合わせください。ネットワークに接続す

るには、プロキシ サーバ、DNS または WINS、および追加の認証情報などが必要になる場合があり

ます。
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LEAP または EAP-FAST タイムアウト後の再認証

LEAP または EAP-FAST 認証中にクライアント アダプタがタイムアウトした場合は、WLM を開き、

LEAP または EAP-FAST クレデンシャルを入力し、再度認証を試みます。

（注） ラップトップまたは PC でWindows CE デバイスと同じパスワードを使用している場合、ラップトッ
プまたは PC でパスワードを変更すると、Windows CE デバイスのセッションの有効期限が切れる
可能性があります。この場合は、WLM を開いて新しいパスワードを入力し、再度認証を試みます。

強力なパスワードの作成

LEAP 認証では強力なパスワードを使用することをお勧めします。推測しにくい強力なパスワード

により、不正なアクセス ポイントの攻撃によるリスクを最小化できます。強力なパスワードの特徴

をいくつか挙げます。

• 10 文字以上

• 大文字と小文字の混成

• 数字、または、!#@$% などの英字以外の文字を少なくとも 1個

• ユーザ名またはユーザ ID は使用しない

• 辞書（国語または外国語）に出てこない単語

強力なパスワードの例を示します。

• cnw84FriDAY（この由来は、「Cannot wait for Friday」）

• 4yosc10cP!（この由来は、「For your own safety, choose a 10-character password!」）

（注） この例のパスワードは使用せず、強力なパスワードを独自に作成することをお勧めします。
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エラー メッセージ
この項では、クライアント アダプタのインストール、設定、または使用中に表示される可能性のあ

るエラー メッセージを示します。エラー メッセージは 6 つの項目（一般、インストール、LEAP 認

証、EAP-FAST 認証、EAP-TLS 認証、PEAP 認証）に分けられます。エラー メッセージは項目別に

アルファベット順に並んでおり、メッセージごとにその意味と推奨される対処方法が示されていま

す。表 9-3 により、必要なエラーメッセージを素早く見つけることができます。

一般エラー メッセージ

この項では、常に表示される可能性があり、インストールや認証とは無関係の一般的なエラー メッ

セージを説明します。

エラー メッセージ   Can’t delete active profile

説明   アクティブ プロファイルを削除しようとしました。アクティブ プロファイルは削除でき
ません。

推奨処置   OK をタップします。別のアクティブ プロファイルを選択してから、削除するプロ
ファイルを削除します。

エラー メッセージ   Cisco Wireless LAN Adapter Not Found!

説明   クライアント アダプタが Windows CE デバイスに挿入されていない状態で ACU または
WLM が起動されたか、ACU の実行中にクライアント アダプタが取り出されました。WLM は
クライアント アダプタが動作していない場合は、実行できません。これは WLM はクライアン
ト アダプタの読み取りおよび書き込みを行う必要があるためです。

推奨処置   OK をタップし、WLM 上のメッセージを承諾します。クライアント アダプタを
Windows CE デバイスに挿入します。

エラー メッセージ   Client adapter not found.

説明   クライアント アダプタが Windows CE デバイスに挿入されていません。

推奨処置   無線通信を開始するには、クライアント アダプタを挿入してください。必要であれ
ば、Windows CE デバイスをリセットします。

表 9-3 エラー メッセージの探し方

エラー メッセージのカテゴリ ページ番号

一般 9-5

インストール 9-7

LEAP 認証 9-8

EAP-FAST 認証 9-9

EAP-TLS 認証 9-13

PEAP 認証 9-14



第 9 章     トラブルシューティング
エラー メッセージ

9-6
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版

OL-1375-05-J

エラー メッセージ   File not valid for this radio! Firmware Upgrade Failed!

説明   無効なファイルが選択されていたため、クライアント アダプタのファームウェアのアッ
プグレードが失敗しました。ファームウェア ファイルの拡張子は .img でなければなりません。

推奨処置   Browse ボタンをタップし、新たなファームウェア イメージ ファイルを選択します。

エラー メッセージ   An internal error has occurred.

説明   エラーが発生しました。

推奨処置   Windows CE デバイスをリセットし、操作をやり直してください。

エラー メッセージ   This name already exists. Please use a different name.

説明   既存のプロファイルの名前を使用して、プロファイルを作成またはプロファイルの名前を
変更しようとしました。

推奨処置   OK をタップします。一意な名前を使用して、プロファイルを作成、またはプロファ
イル名を変更してください。

エラー メッセージ   No profiles found. (Use ACU to create a profile.)

説明   クライアント アダプタにプロファイルが作成されていません。

推奨処置   クライアント アダプタに使用するプロファイルを ACU で作成してください。必要で
あれば、Windows CE デバイスをリセットします。

エラー メッセージ   Please select one of the profiles.

説明   プロファイルが選択される前に、ACU Profiles ウィンドウの Edit、Rename、または Delete
ボタンがタップされました。

推奨処置   OK をタップし、メッセージを承諾します。次に、プロファイルを選択し、実行する
アクションのボタンをタップします。

エラー メッセージ   The selected profile does not support EAP. (Use ACU to modify 
the security settings.)

説明   現在のプロファイルではホストベース EAP が有効ではないにもかかわらず、Authentication
Manager（AuthMgr）をアクティブにしました。

推奨処置   OK を 2 回タップします。ACU でホストベース EAP を使用するプロファイルを選択
した後、Authentication Manager を再度アクティブにします。必要であれば、Windows CE デバイ
スをリセットします。

エラー メッセージ   WEP Key x must be 10 Hex digits!

説明   表示されている WEP キーに、無効な文字数または不適切な文字が入力されました。40
ビット キーは、10 文字で構成する必要があります。

推奨処置   OK をタップしてメッセージを承諾し、無効なキーに文字を入力し直します。
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エラー メッセージ   WEP Key x must be 26 Hex digits!

説明   表示されている WEP キーに、無効な文字数または不適切な文字が入力されました。128
ビット キーは、26 文字で構成する必要があります。

推奨処置   OK をタップしてメッセージを承諾し、無効なキーに文字を入力し直します。

エラー メッセージ   You must enter a WEP Key!

説明   WEP Keys ウィンドウに WEP キーが入力されていません。

推奨処置   OK をタップし、メッセージを承諾します。WEP Keys ウィンドウで WEP キーを入
力し、OK をタップして WEP キーの設定を保存するか、Cancel をタップし、WEP キーを入力
しないで WEP Keys ウィンドウを閉じます。

インストールに関するエラー メッセージ

この項では、クライアント アダプタのソフトウェア コンポーネントをインストールする際に表示

される可能性のあるエラー メッセージをとりあげます。

エラー メッセージ   Cisco Aironet Wireless LAN Adapter does not support the 
connected device type. Application Manager will make the application available 
for installation when a supported device type is connected.

説明   クライアント アダプタをインストールしようとしている Windows CE デバイスを、クラ
イアント アダプタ ソフトウェアはサポートしていません。クライアント アダプタがサポートす
る Windows CE デバイスのリストについては、「システム要件」の項（P.2-4）を参照してください。

推奨処置   OK をタップしてメッセージを承諾し、インストール プロセスを中止します。サポー
トされている Windows CE デバイスにクライアント アダプタのドライバおよびクライアント
ユーティリティをインストールするには、「ドライバとクライアント ユーティリティのインス
トール」の項（P.3-3）の手順に従ってください。

エラー メッセージ   Could NOT find all of the appropriate files for this 
installation. Make sure that all of the files are installed to the same 
directory.

説明   クライアント アダプタのインストール ファイルの一部が見つかりません。

推奨処置   WinCE-PCMCIA-LMC-v250.exe ファイルを再びダウンロードし、それに含まれる
ファイルをフォルダに解凍します。解凍したすべてのファイルは必ず同じフォルダに入れてく
ださい。

エラー メッセージ   No CE services are currently running on this computer. Please 
run ActiveSync and make sure you are connected to a supported device. NOTE: 
This Install is for 3.0 CE devices and greater.

説明   ラップトップまたは PC と Windows CE デバイスとの間に ActiveSync 接続が確立されてい
ない状態で、クライアント アダプタのインストール ファイルをインストールしようとしまし
た。

推奨処置   「ドライバとクライアント ユーティリティのインストール」の項（P.3-3）の手順に
従って、ActiveSync 接続を確立します。
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エラー メッセージ   Unable to load the Wireless Zero Configuration interface.

説明   インストール中にエラーが発生したか、システムが正常に動作していません。

推奨処置   Windows CE デバイスをリセットし、クライアント アダプタ ソフトウェアを再イン
ストールしてください。

エラー メッセージ   Windows CE Services not found on this computer.Setup cannot 
continue and will now exit.

説明   ドライバ インストール ユーティリティはラップトップまたは PC 上に ActiveSync ディレ
クトリを検出できません。クライアント アダプタのドライバとクライアント ユーティリティ
ファイルをラップトップまたは PC から Windows CE デバイスにコピーするには、このディレク
トリとこのディレクトリ内のファイルが必要です。

推奨処置   OK をタップしてメッセージを承諾し、インストール ユーティリティを終了します。
次に、ラップトップまたは PC に Windows CE Services をインストールし、ドライバのインストー
ル手順を再び開始します。

（注） Windows CE Services は、Windows CE デバイスに同梱されていた CD、またはデバイス
製造元から入手できます。

LEAP 認証のエラー メッセージ

この項では LEAP 認証の間に発生するエラー メッセージをとりあげます。

エラー メッセージ   Authentication attempt timed out. Rerun WLM and try again.

説明   クライアント アダプタは指定された時間内に認証できませんでした。

推奨処置   OK をタップします。WLM を開き、LEAP クレデンシャルを入力し、再度認証を試
みます。

エラー メッセージ   First Authentication Attempt Timed Out. Radio Will Continue 
Trying.

説明   認証中に、クライアント アダプタがタイムアウトしました。アクセス ポイントの圏外に
いることがおそらく原因です。クライアント アダプタは引き続き、認証を試みます。

推奨処置   OK をタップしてメッセージを承諾し、WLM を終了します。その後、次のいずれか
を実行します。1）Windows CE デバイスをアクセス ポイントに近い位置に移動し、WLM によ
り引き続き認証が試みられるようにするか、2）別の保存されたまたは一時的な LEAP ユーザ名
とパスワードを入力します。

エラー メッセージ   Incorrect Login -- Please Re-Enter

説明   LEAP ユーザ名またはパスワードが Wireless Login Module ウィンドウに間違って入力され
たか、ネットワーク上の RADIUS サーバで無効でした。

推奨処置   LEAP ユーザ名とパスワードを再入力し、OK をタップします。
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エラー メッセージ   LEAP or EAP-FAST Not Enabled on the Cisco Wireless LAN Adapter! 
Start ACU and Enable LEAP or EAP-FAST First.

説明   クライアント アダプタで LEAP が有効ではないときに、WLM を起動しようとしました。

推奨処置   OK をタップしてメッセージを承諾し、ユーティリティを終了します。次に、ACU
で LEAP を有効にします。一時的な LEAP ユーザ名とパスワードを使用する場合には、WLM は
自動的に再起動します。

エラー メッセージ   Must set a User Name

説明   Wireless Login Module ウィンドウにパスワードは入力されましたが、ユーザ名は入力され
ていません。パスワードの入力はオプションですが、パスワードを入力した場合は、ユーザ名
も入力する必要があります。

推奨処置   OK をタップし、メッセージを承諾します。Wireless Login Module ウィンドウの User
Name フィールドに LEAP ユーザ名を入力し、OK をタップします。

エラー メッセージ   Name and Domain length is greater than the maximum allowable 
size of xx.

説明   Wireless Login Module ウィンドウで LEAP ユーザ名およびドメイン名として入力した文字
の組み合わせが、LEAP でサポートされている最大文字数（64 文字）を超えています。

推奨処置   文字数がより少ないユーザ名とドメイン名を入力します。

EAP-FAST 認証のエラー メッセージ

この項では EAP-FAST 認証の間に発生するエラー メッセージをとりあげます。

エラー メッセージ   Authentication Attempt Timed Out. Rerun WLM and try again.

説明   クライアント アダプタは指定された時間内に認証できませんでした。

推奨処置   OK をタップします。WLM を開き、EAP-FAST クレデンシャルを入力し、再度認証
を試みます。

エラー メッセージ   Can’t validate PAC! Either retry your credentials, change the 
PAC with the ACU or auto-provision a new PAC (if it is enabled to do so in the 
ACU).

説明   ユーザ名かパスワードが間違って入力されたか、プロファイルが自動または手動プロビ
ジョニングに対して正しく設定されていません（手動プロビジョニングに対し PAC 認定機関が
選択されていないなど）。

推奨処置   次のいずれかを実行します。

－ 現在のユーザ名とパスワードを使用して再度認証を試みるには、Retry をタップします。

－ プロファイルで自動プロビジョニングが設定されている場合に新しい PAC を自動的にプ
ロビジョニングするには、Auto-Provision をタップします。新しい PAC がプロビジョニン
グされると、クライアント アダプタは再度認証を試みます。パスワードの期限が切れたこ
とを伝えるメッセージが表示された場合は、「EAP-FAST クレデンシャル期限切れの後」の
項（P.6-5）の手順に従ってパスワードを変更します。

－ Cancel をタップし、メッセージを承諾します。別の PAC 認定機関を選択するか、ACU で
新しい PAC ファイルをインポートした後、再度認証を試みます。
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エラー メッセージ   Current PAC doesn’t match the server you are trying to 
authenticate to. There is one available that does match the server, would you 
like to try to authenticate with it?

説明   現在の PAC はクライアント アダプタが認証しようとしているサーバに一致しませんが、
他の PAC は利用できます。

推奨処置   サーバに一致する PAC を使用して認証するには、OK  をタップします。 操作をキャ
ンセルするには、Cancel をタップします。Cancel をタップした場合、クライアント アダプタは
既存のプロファイルを使用して認証することができません。

エラー メッセージ   Error Changing Password!!!!

説明   EAP-FAST パスワードを変更しようとしたときにエラーが発生しました。

推奨処置   Password Expired ウィンドウにパスワードをもう一度入力します。

エラー メッセージ   Error Changing Password! Could be system policy, check with 
your system administrator.

説明   EAP-FAST パスワードを変更しようとしたときに Cisco Secure ACS サーバがエラーを報告
しました。

推奨処置   Password Expired ウィンドウにパスワードをもう一度入力します。再びエラーが発生
した場合は、パスワードの変更に関する組織のポリシーについて、システム管理者にお問合わ
せください。

エラー メッセージ   Error opening file: <filename>.

説明   PAC ファイルのインポート中にエラーが発生しました。操作は完了していません。

推奨処置   PAC ファイルを再度インポートしてください。同じメッセージが表示される場合は、
システム管理者から新しい PAC ファイルを入手してインポートします。

エラー メッセージ   Error reading file: <filename>.

説明   PAC ファイルのインポート中にエラーが発生しました。操作は完了していません。

推奨処置   PAC ファイルを再度インポートしてください。同じメッセージが表示される場合は、
システム管理者から新しい PAC ファイルを入手してインポートします。

エラー メッセージ   Error!! This version of WLM requires version 5.40.xx or newer 
to support EAP-FAST!

説明   クライアント アダプタの EAP-FAST 認証を有効にしましたが、WLM によりこの認証タ
イプをサポートしていないファームウェア バージョンが検出されました。

推奨処置   第 8章の手順に従って、クライアント アダプタのファームウェアをバージョン 5.40.10
以降にアップグレードします。
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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?

説明   これまでにインポートした PAC ファイルと同じ PAC ID を持つ PAC ファイルをインポー
トしようとしました。

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 をタッ
プし、操作をキャンセルするには No をタップします。

エラー メッセージ   The file does not contain a valid PAC: <filename>.

説明   PAC ファイルのインポート中にエラーが発生しました。操作は完了していません。

推奨処置   PAC ファイルを再度インポートしてください。同じメッセージが表示される場合は、
システム管理者から新しい PAC ファイルを入手してインポートします。

エラー メッセージ   The file is not a valid PAC file: <filename>.

説明   インポートしようとしている PAC ファイルはフォーマットが正しくないか、または復号
化できません。

推奨処置   PAC ファイルを再度インポートしてください。同じメッセージが表示される場合は、
システム管理者から新しい PAC ファイルを入手してインポートします。

エラー メッセージ   Insufficient memory or other system error.

説明   PAC ファイルのインポート中にエラーが発生しました。操作は完了していません。

推奨処置   PAC ファイルを再度インポートしてください。同じメッセージが表示される場合は、
システム管理者から新しい PAC ファイルを入手してインポートします。

エラー メッセージ   An internal error occurred.

説明   PAC ファイルのインポート中にエラーが発生しました。操作は完了していません。

推奨処置   PAC ファイルを再度インポートしてください。同じメッセージが表示される場合は、
システム管理者から新しい PAC ファイルを入手してインポートします。

エラー メッセージ   Invalid PAC found for one or more authorities listed in the 
local PAC database.

説明   PAC Authority ドロップダウン リストの初期化中にエラーが発生しました。1 つ以上の PAC
ファイルを正常に読み込むことができませんでした。

推奨処置   システム管理者から新しい PAC ファイルを入手してインポートします。

エラー メッセージ   LEAP or EAP-FAST Not Enabled on the Cisco Wireless LAN Adapter! 
Start ACU and Enable LEAP or EAP-FAST First.

説明   クライアント アダプタで EAP-FAST が有効ではないときに、WLM を起動しようとしま
した。

推奨処置   OK をタップしてメッセージを承諾し、ユーティリティを終了します。次に、ACU
で EAP-FAST を有効にします。一時的な EAP-FAST ユーザ名とパスワードを使用している場合、
WLM は自動的に再起動します。
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エラー メッセージ   Must set a User Name

説明   Wireless Login Module ウィンドウにパスワードは入力されましたが、ユーザ名は入力され
ていません。パスワードの入力はオプションですが、パスワードを入力した場合は、ユーザ名
も入力する必要があります。

推奨処置   OK をタップし、メッセージを承諾します。Wireless Login Module ウィンドウの User
Name フィールドに EAP-FAST ユーザ名を入力し、OK をタップします。

エラー メッセージ   Name and Domain length is greater than the maximum allowable 
size of xx.

説明   Wireless Login Module ウィンドウで EAP-FAST ユーザ名およびドメイン名として入力した
文字の組み合わせが、EAP-FAST でサポートされている最大文字数（64 文字）を超えています。

推奨処置   文字数がより少ないユーザ名とドメイン名を入力します。

エラー メッセージ   The password is incorrect.

説明   パスワードで保護された PAC ファイルに対し、間違ったパスワードが入力されました。

推奨処置   パスワードを再入力します。

エラー メッセージ   Provisioning Exit Value xx

説明   自動 PAC プロビジョニング中にエラーが発生しました。このプロファイルに対して PAC
はプロビジョニングされていません。

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合せください。

エラー メッセージ   Timed out Provisioning!!!!

説明   自動 PAC プロビジョニングが有効にされていますが、PAC のプロビジョングが 90 秒以
内に 正常に終了しませんでした。

推奨処置   このプロファイルを使用して再度認証を試みるか、手動 PAC プロビジョニングに切
り替えてください。

エラー メッセージ   Unable to access a PAC for one or more authorities listed in 
the local PAC database.

説明   PAC Authority ドロップダウン リストの初期化中にエラーが発生しました。1 つ以上の PAC
ファイルを正常に読み込むことができませんでした。

推奨処置   システム管理者から新しい PAC ファイルを入手してインポートします。

エラー メッセージ   Warning: This version of WLM requires driver 2.50.xx or higher 
to work properly. Current driver version is xx.yy.zz.

説明   お使いのクライアント アダプタのドライバは、このバージョンの WLM をサポートして
いません。

推奨処置   第 8章の手順に従って、クライアント アダプタの既存のドライバとクライアント ユー
ティリティをアンインストールした後、第 3章の手順に従って、最新のクライアント アダプタ
ソフトウェアにアップグレードします。
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エラー メッセージ   You must select a PAC Authority when using manual PAC 
provisioning.

説明   自動プロビジョニングが無効で PAC 認定機関が選択されていなかったときに、Properties
ウィンドウで OK をタップしました。

推奨処置   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 認定機関を
選択します。リストが空の場合は、PAC ファイルをインポートします。

エラー メッセージ   You must specify an SSID for Ad Hoc mode.

説明   インフラストラクチャ モードが No に設定されて SSID が空白になっていたときに、
Properties ウィンドウで OK をタップしました。

推奨処置   SSID を入力するか、インフラストラクチャ モードを Yes に設定します。 

EAP-TLS 認証のエラー メッセージ

この項では EAP-TLS 認証の間に発生するエラー メッセージをとりあげます。

エラー メッセージ   Certificate enrollment failed.

説明   ユーザ証明書のインポートが失敗しました。

推奨処置   Certificate Enrollment ウィンドウでユーザ名、パスワード、証明書サーバのサーバ名
を再入力し、Enroll ボタンをタップします。2 回目も失敗した場合は、新しい証明書をインポー
トしてください。

エラー メッセージ   The certificate server was not found.

説明   証明書の登録時に、証明書サーバが見つかりませんでした。

推奨処置   Certificate Enrollment ウィンドウでユーザ名、パスワード、証明書サーバのサーバ名
を再入力し、Enroll ボタンをタップします。2 回目も失敗した場合は、ネットワーク上の別の証
明書サーバのクレデンシャルを入力します。

エラー メッセージ   The object or property already exists.

説明   既にインストールされている証明書ファイルをインポートしようとしました。

推奨処置   OK をタップし、別の証明書を選択してインポートします。

エラー メッセージ   Unable to configure connection settings.

説明   Authentication ウィンドウで Connect ボタンをタップした後、エラーが発生しました。

推奨処置   Windows CE デバイスをリセットし、操作をやり直してください。
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エラー メッセージ   You have connected to a server that is signed by Root 
Certification Authority xxx, which is different than the specified trusted CA. 
Do you want to accept this connection? Warning: Connecting to a server signed 
with untrusted CA might compromise your security.

説明   クライアント アダプタが、指定された信頼できる CA 以外の証明書サーバとの接続を確
立しました。

推奨処置   セキュリティ上のリスクがありますが、クライアント アダプタとこのサーバとの接
続を許可する場合は、Yes をタップします。それ以外の場合は、No をタップします。

エラー メッセージ   You have connected to server xxx. Do you want to accept the 
connection? Warning: Connecting to an unsecured server might compromise your 
security.

説明   クライアント アダプタが指定されたサーバとの接続を確立しました。

推奨処置   セキュリティ上のリスクがありますが、クライアント アダプタとこのサーバとの接
続を許可する場合は、Yes をタップします。それ以外の場合は、No をタップします。

PEAP 認証のエラー メッセージ

この項では PEAP 認証の間に発生するエラー メッセージをとりあげます。

エラー メッセージ   The combination of the domain name and user name is too long. 
It exceeds the maximum of 255 characters allowed. Please use shorter ones.

説明   Static Password ウィンドウでユーザ名およびドメイン名として入力した文字の組み合わせ
が、PEAP でサポートされている最大文字数（255 文字）を超えています。

推奨処置   少ない文字数のクレデンシャルの組み合わせ（ユーザ名、パスワード、ドメイン名）
を入力します。

エラー メッセージ   New Password and Confirm New Password entered do not match. 
Please try it again.

説明   Change Password ウィンドウの New Password フィールドと Confirm New Password フィール
ドに異なる値が入力されました。2 つのフィールドの値は一致していなければなりません。

推奨処置   両方のフィールドに新しいパスワードを再入力します。

エラー メッセージ   The object or property already exists.

説明   既にインストールされている証明書ファイルをインポートしようとしました。

推奨処置   OK をタップし、別の証明書を選択してインポートします。

エラー メッセージ   The old password you supplied doesn’t match what you entered 
previously. Please try it again.

説明   Change Password ウィンドウの Old Password フィールドに入力されたパスワードが、それ
までに使用されていたパスワードと一致しません。

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。
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エラー メッセージ   PEAP failed initialization. Please make sure that PEAP is 
installed correctly and Trusted Root Certificate Authority certificate is 
installed correctly.

説明   初期化の間に PEAP 認証プロセスが失敗しました。おそらく、指定されたルート証明書が
システムで見つからないことが原因です。

推奨処置   PEAP および Trusted Root Certificate Authority 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   Unable to configure connection settings.

説明   Authentication ウィンドウで Connect ボタンをタップした後、エラーが発生しました。

推奨処置   Windows CE デバイスをリセットし、操作をやり直してください。

エラー メッセージ   You have connected to a server that is signed by Root 
Certification Authority xxx, which is different than the specified trusted CA. 
Do you want to accept this connectiong? Warning: Connecting to a server signed 
with untrusted CA might compromise your security.

説明   クライアント アダプタが、指定された信頼できる CA 以外の証明書サーバとの接続を確
立しました。

推奨処置   セキュリティ上のリスクがありますが、クライアント アダプタとこのサーバとの接
続を許可する場合は、Yes をタップします。それ以外の場合は、No をタップします。

エラー メッセージ   You have connected to server xxx. Do you want to accept the 
connection? Warning: Connecting to an unsecured server might compromise your 
security.

説明   クライアント アダプタが指定されたサーバとの接続を確立しました。

推奨処置   セキュリティ上のリスクがありますが、クライアント アダプタとこのサーバとの接
続を許可する場合は、Yes をタップします。それ以外の場合は、No をタップします。

エラー メッセージ   You must enter a server name.

説明   Certificate Enrollment ウィンドウに証明書サーバのサーバ名が入力されていません。

推奨処置   証明書サーバのサーバ名を入力します。次に、Enroll ボタンをタップします。

エラー メッセージ   You must enter a user name.

説明   Certificate Enrollment ウィンドウに証明書サーバに対するユーザ名が入力されていません。

推奨処置   証明書サーバに対するユーザ名を入力します。次に、Enroll ボタンをタップします。

エラー メッセージ   Your password has expired. Please enter a new one.

説明   PEAP 認証に使用しているパスワードの有効期限が過ぎました。

推奨処置   「パスワードの有効期限後（Windows NT または 2000 ドメイン データベースの場合）」
の項（P.6-10）の手順に従って、パスワードを変更します。
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ヘルプの表示

ACU のオンライン ヘルプを表示するには、Windows CE デバイスの種類に応じて次の手順に従って

ください。

PPC デバイス

PPC デバイス上で ACU 関連のヘルプを表示するには、ACU を開き、Start > Help の順に選択しま

す。必要とする情報のトピックを選択してください。

HPC および Windows CE .NET デバイス

HPC または Windows CE .NET デバイス上で ACU 関連のヘルプにアクセスするには、ACU を開き、

ウィンドウ上部にある ? ボタンをタップします。必要とする情報のトピックを選択してください。
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A P P E N D I X A

技術仕様

この付録では、Cisco Aironet 350 シリーズ 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（P.A-2）

• 無線に関する仕様（P.A-2）

• 電力に関する仕様（P.A-3）

• 安全性および規制の準拠に関する仕様（P.A-4）
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付録 A      技術仕様

表 A-1 では、Cisco Aironet 350 シリーズ 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。

（注） クライアント アダプタのタイプで区別がされていない場合、この仕様は 350 シリーズの PC カード
と LM カードの双方に当てはまります。

表 A-1 350 シリーズ クライアント アダプタの技術仕様

物理的な仕様

サイズ

PC カード 11.3cm L x 5.4cm W x 0.5cm H

LM カード 8.6cm L x 5.4cm W x 0.5cm H

重量 0.037Kg

格納装置

PC カード 拡張 Type II PC カード

LM カード 標準 Type II PC カード（RF コネクタ付き）

コネクタ 68 ピンの PCMCIA

ステータス 

インジケータ

緑色とオレンジ色の LED（第 9章を参照）

動作温度 -30 ～ 70oC

保管温度 -40 ～ 85oC

湿度（非稼働時） 95%（相対湿度）

高度 稼働時

3000m（常温 2 時間）

非稼動時

4572m（常温 20 時間）

ESD 15 kV（人体モデル）

無線に関する仕様

タイプ ダイレクト シーケンス スペクトラム拡散方式（DSSS）

IEEE 802.11b 準拠

消費電力 100mW（20dBm）

50mW（17dBm）

30mW（15dBm）

20mW（13dBm）

5mW（7dBm）

1mW（0dBm）

（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 C を参照してください。

（注） 旧バージョンの 350 シリーズ クライアント アダプタを使用して
いる場合は、電力レベルがここに記載されているものと異なる場
合があります。
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付録 A      技術仕様

周波数帯域 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 2412 ～ 2484MHz（5MHz 単位）

干渉除去 -35dB を隣接チャネルから除去

データ レート 1、2、5.5、および 11Mbps

変調 Binary phase shift keying（BPSK; 2 相位相偏移変調）- 1Mbps

Quaternary phase shift keying（QPSK; 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

11Mbps

レシーバ感度 -94dBm（1Mbps）

-91dBm（2Mbps）

-89dBm（5.5Mbps）

-85dBm（11Mbps）

受信の遅延拡散（マル

チパス）

500ns（1Mbps）

400ns（2Mbps）

300ns（5.5Mbps）

140ns（11Mbps）

通信範囲 屋外

609.6m（1Mbps）

457.2m（2Mbps）

304.8m（5.5Mbps）

243.8m（11Mbps）

屋内

106.7m（1Mbps）

76.2m（2Mbps）

61m（5.5Mbps）

45.7m（11Mbps）

（注） 上記の通信範囲は、スナップ方式のアンテナと LM カードの使用
を想定しています。

アンテナ

PC カード 一体型ダイバーシティ アンテナ

LM カード 2 つの MMCX アンテナ コネクタ

電力に関する仕様

動作電圧 5.0V（± 0.25V）

受信時の消費電流 通常 250mA

送信時の消費電流 通常 450mA（20dBm）

スリープ時の消費電流 通常 15mA

表 A-1 350 シリーズ クライアント アダプタの技術仕様（続き）
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付録 A      技術仕様

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 1950 第 3 版

• CSA 22.2 No. 950-95

• IEC 60950 第 2 版（修正条項 1 ～ 4 およびその関連項目すべてを含む）

• 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）

EN 55022 B

AS/NZS 3548 Class B

VCCI Class B

EN 55024

無線の承認 FCC Part 15.247

Canada RSS-139-1、RSS-210

Japan Telec 33B

EN 300.328

RF 被曝 OET-65C

RSS-102

ANSI C95.1

表 A-1 350 シリーズ クライアント アダプタの技術仕様（続き）
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A P P E N D I X B

適合宣言および規制に関する情報

この付録では、Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタに関する適合宣

言と規制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（P.B-2）

• 通信部門 - カナダ（P.B-4）

• 欧州共同体、スイス、ノルウェー、アイスランド、およびリヒテンシュタイン（P.B-4）

• RF 被曝に関する適合宣言（P.B-6）

• Cisco Aironet Wireless LAN Client Adaptersの使用に関するガイドライン（日本）（P.B-7）

• Cisco Aironet Wireless LAN Client Adaptersに関する行政規定（台湾）（P.B-8）
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付録 B      適合宣言および規制に関する情報
製造業者による連邦通信委員会への適合宣言

製造業者による連邦通信委員会への適合宣言

モデル： AIR-PCM341、AIR-PCM342、AIR-LMC341、AIR-LMC342、AIR-PCM351、 AIR-PCM352、AIR-LMC351、
AIR-LMC352、AIR-PCM350-A-K9、AIR-PCM350-40-A-K9、AIR-LMC350-A-K9、AIR-LMC350-40-A-K9

FCC 認証番号： LDK102038（AIR-PCM34x）、
LDK102035（AIR-LMC34x）、
LDK102040（AIR-xxx35x）

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。

この装置はテスト済みであり、FCC 規定の Part 15 に基づくクラス 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。この制限により、クラス B デジタル装置を商業環境で動作させた場

合、有害な干渉が起きないようになっています。この機器は無線周波エネルギーを生成、使用、お

よび放射するため、指示に従わずに設置および使用した場合は、有害な干渉を発生させる恐れがあ

ります。ただし、指示に従って使用した場合も、干渉が絶対に発生しないことが保証されているわ

けではありません。この機器によってラジオやテレビの受信に干渉が発生する場合は（機器の電源

をオン /オフするとわかります）、次のいずれかの方法で干渉をなくすようにしてください。

• 受信アンテナの向きや設置場所を変える。

• 機器と受信装置の距離を広げる。

• 受信装置が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。

• 販売店またはラジオやテレビの専門技術者に問い合わせる。

注意 FCC 規定 Part 15 に適合した無線デバイスは、一体型アンテナや表 B-1 に記載されているアンテナ
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。

Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE
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付録 B      適合宣言および規制に関する情報
製造業者による連邦通信委員会への適合宣言

（注） AIR-ANT3338 は、LM カードでだけ使用が許可されています。

表 B-1 2.4GHz アンテナ

シスコ製品番号 モデル ゲイン

AIR-ANT3338 パラボラ アンテナ 21

AIR-ANT1949 八木 13.5

AIR-ANT4121 全方向性 12.0

AIR-ANT3549 パッチ 8.5

AIR-ANT2012 空間ダイバーシティ 6.5

AIR-ANT1729 パッチ 6.0

AIR-ANT2506 全方向性 5.1

AIR-ANT3213 全方向性 5.0

AIR-ANT1728 全方向性 5.0

AIR-ANT3195 パッチ 3.0

AIR-ANT5959 全方向性 2.0

AIR-ANT4941 ダイポール 2.2
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付録 B      適合宣言および規制に関する情報
通信部門 - カナダ

通信部門 - カナダ

カナダの適合宣言

この Class B のデジタル機器は、Canadian Interference-Causing Equipment Regulations のすべての要件

を満たしています。

Cet appareil numerique de la classe B respecte les exigences du Reglement sur le material broilleur du Canada.

このデバイスは、カナダ産業省の Class B の制限に適合しています。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。

このデバイスは、2.4GHz のスペクトラム拡散方式のデバイスに関する RSS-139-1 および RSS-210 の

要件を満たしています。一部または完全に屋外で使用するシステムでこのデバイスを使用する場

合、ユーザはカナダの規定に従ってそのシステムの免許を取得しなければならないことがありま

す。詳細は、各地域のカナダ産業省管轄部局にお問い合わせください。

欧州共同体、スイス、ノルウェー、アイスランド、およびリヒテンシュ
タイン

R&TTE 指令（1999/5/EC）に関する適合宣言

欧州連合各国に対する適合宣言文を次のページに記載します。この製品に関するその他の適合宣言

文は、次の URL で確認できます。

http://www.ciscofax.com

English: この機器は、R&TTE 指令（1999/5/EC）の基本要件およびその他の関連規定に適合しています。

http://www.ciscofax.com
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付録 B      適合宣言および規制に関する情報
欧州共同体、スイス、ノルウェー、アイスランド、およびリヒテンシュタイン
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B-6
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版

OL-1375-05-J

付録 B      適合宣言および規制に関する情報
RF 被曝に関する適合宣言

350 シリーズには、次の規格が適用されています。

• 無線： EN 300.328-1、EN 300.328-2

• EMC： EN 301 489-1、EN 301 489-17

• 安全性：EN 60950

350 シリーズの機器には、次の CE マークが添付されています。

上記の CE マークは、2000 年 4 月 8 日時点で添付を義務付けられているものであり、将来的に変更

される可能性があります。

（注） この機器は EU および EFTA 各国での使用を意図しています。屋外での使用については、特定の周
波数に制限されたり、使用のためのライセンスが必要となる場合があります。詳しい説明について

は、カスタマーサービス担当者にお問合せください。

（注） 電力レベルとアンテナを組み合わせて、放射電力が 100mW（EIRP）を超えるような場合は、上記
の指令に適合していないものと見なされ、欧州共同体の各国と、R&TTE 指令（1999/5/EC）または
CEPT 勧告（Rec 70.03）、あるいはその両方を採用している他の諸国では使用を許可されません。電
力レベルとアンテナの適法な組み合わせの詳細は、「最大電力レベルとアンテナ ゲイン」の項
（P.C-3） を参照してください。

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。

53
09

10650
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Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters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 Wireless LAN Client Adapters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、日本語と英語の両方で記載されています。

日本語

英語

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.

連絡先：03-5549-6500

03-5549-6500

43
76

8
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Cisco Aironet Wireless LAN Client Adaptersに関する行政規定（台湾）
この項では、台湾における Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタの使用に関する行

政規定を示します。この規定は、中国語と英語の両方で記載されています。

中国語

英語

低電力無線周波デバイスに関する行政規定

第 14 項

形式認証済みの低電力無線周波デバイスについては、企業、事業体、またはユーザによる周波数の

変更、消費電力の増加、本来の機能の変更は認められていません。

第 17 項

低電力無線周波デバイスを動作させる場合は、航空機の安全や認可された無線ステーションに対す

る有害な干渉を発生しないという条件に従わなければなりません。干渉が発生した場合、ユーザは

デバイスの動作をただちに停止させる必要があり、干渉がなくなるまで動作させることはできませ

ん。

認可された無線ステーションとは、電信法の規定に従って提供されている無線通信サービスのこと

です。

低電力無線周波デバイスの動作は、認可された無線ステーション、その他の放射体（故意による場

合と故意でない場合のいずれも含む）、工業、科学、医療用（ISM）装置、または付随する放射体に

より発生する干渉の影響を受ける可能性があります。
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A P P E N D I X C

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 802.11b チャネルと、各規制地域で許可

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（P.C-2）

• 最大電力レベルとアンテナ ゲイン（P.C-3）
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チャネル

チャネル

表 C-1 に、IEEE 802.11b 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） メキシコはアメリカ（-A）の規制地域に含まれます。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。

表 C-1 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）

イスラエル
（-I）

日本
（-J）

1 2412 X X – X

2 2417 X X – X

3 2422 X X – X

4 2427 X X – X

5 2432 X X X X

6 2437 X X X X

7 2442 X X X X

8 2447 X X X X

9 2452 X X – X

10 2457 X X – X

11 2462 X X – X

12 2467 – X – X

13 2472 – X – X

14 2484 – – – X
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最大電力レベルとアンテナ ゲイン
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 C-2 は、各 IEEE 802.11b 規制地域に対して許

可されている最大電力レベルとアンテナ ゲインを示しています。

表 C-2 アンテナ ゲインあたりの最大電力レベル

規制地域 アンテナ ゲイン（dBi） 最大電力レベル（mW）

アメリカ（-A）

（最大 EIRP：4W）

0 100

2.2 100

5.2 100

6 100

8.5 100

12 100

13.5 100

21 20

EMEA（-E）

（最大 EIRP：100mW）

0 100

2.2 50

5.2 30

6 30

8.5 5

12 5

13.5 5

21 1

イスラエル（-I）

（最大 EIRP：100mW）

0 100

2.2 50

5.2 30

6 30

8.5 5

12 5

13.5 5

21 1

日本（-J）

（最大 EIRP：10mW/MHz）

0 50

2.2 30

5.2 30

6 30

8.5 n/a

12 n/a

13.5 5

21 n/a
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最大電力レベルとアンテナ ゲイン
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A P P E N D I X D

Windows CE .NET でのクライアント
アダプタの設定

この付録では、Windows CE .NET でのクライアント アダプタの設定および使用方法について説明し

ます。

この付録では、次の項目について説明します。

• 概要（P.D-2）

• 設定の準備（EAP-TLS および PEAP の場合）（P.D-5）

• クライアント アダプタの設定（P.D-9）

• Windows CE .NET によるアクセス ポイントとのアソシエーション（P.D-16）
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概要

概要

この付録では、ACU ではなく Windows CE .NET を使用してクライアント アダプタを設定する方法

について説明します。次の 「セキュリティ機能の概要」 では、十分な情報をもとに意思決定してか

ら設定プロセスを開始できるよう、Windows CE .NET で利用できるセキュリティ オプションについ

て説明します。この付録ではさらに、クライアント アダプタがアソシエートするネットワークを

Windows CE .NET で指定するための基本情報も提供します。

（注） この付録で説明する手順は、PPC 2003 デバイスを対象としています。他の Windows CE .NET デバ
イスでも同じパラメータを設定する必要がありますが、パラメータの設定手順が異なる場合があり

ます。Windows CE .NET でのクライアント アダプタの設定や使用に詳細な情報が必要な場合は、ご
使用のデバイスに付属のマニュアルや Microsoft の Windows CE .NET に関するマニュアルを参照し
てください。

セキュリティ機能の概要

Windows CE .NET でクライアント アダプタを使用するときは、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の転送データを保護すること

ができます。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、アダプタに静的に関連付けることも、

EAP 認証プロセスの一部として動的に作成することもできます。使用する WEP キーのタイプは、

以下の「静的 WEP キー」および「EAP（動的 WEP キーを使用）」の項を参考に決めてください。

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 キーの長さは、静的または動的にかかわらず、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。

静的 WEP キー

無線ネットワーク内の各デバイス（またはプロファイル）は、最大 4 つの WEP キーに割り当てる

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 キーは書き込み専用の一時的なものですが、クライアント アダプタを挿入するたび、あ

るいは Windows CE .NET デバイスをリセットするたびに入力し直す必要はありません。これは、

WEP キーがデバイスのレジストリに保存されるためです。このキーは、セキュリティ上の理由に

より、暗号化された形で保存されます。ドライバは、クライアント アダプタのレジストリ パラメー

タをロードして読み取ると、静的 WEP キーを検出し、復号化して、アダプタの揮発性メモリに保

存します。

EAP（動的 WEP キーを使用）

無線 LAN のセキュリティに関する新しい規格は、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。
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Windows CE .NET を使用してクライアント アダプタを設定した場合、PPC 2003 および他の Windows

CE .NET 4.2 デバイスでは 2 つの 802.1X 認証タイプを使用できます。

• EAP-TLS：この認証タイプは、オペレーティング システムを介して有効または無効にされ、ク
ライアント アダプタおよび RADIUS サーバから取得された動的セッションベース WEP キーを
使用してデータを暗号化します。EAP-TLS では、認証に証明書を使用する必要があります。

EAP-TLS をサポートする RADIUS サーバには、Cisco Secure ACS バージョン 3.0 以降、Cisco
Access Registrar バージョン 1.8 以降などがあります。

• Cisco PEAP：Cisco PEAP 認証（PEAP-GTC とも呼ばれる）は無線 LAN 上で One-Time Password
（OTP）、Windows NT または 2000 ドメイン、LDAP ユーザ データベースをサポートするように
設計されています。この認証は、EAP-TLS 認証がベースとなっていますが、認証にクライアン
ト証明書ではなくパスワードを使用します。Cisco PEAP はオペレーティング システムにより
有効または無効にされ、また、クライアント アダプタおよび RADIUS サーバから取得された
動的セッションベース WEP キーを使用してデータを暗号化します。Cisco PEAP では、認証プ
ロセスを開始しネットワークへのアクセスを得るために、ユーザ名とパスワードを入力する必

要があります。Cisco PEAP 認証をサポートする RADIUS サーバには、Cisco Secure ACS バー
ジョン 3.1 以降などがあります。

（注） Cisco PEAP 認証を使用するには、インストール時に Install Cisco PEAP Support チェッ
クボックスをオンにする必要があります。

アクセス ポイントで Require EAP を有効にし、Windows CE .NET を使用してクライアント アダプタ

を EAP-TLS または PEAP に設定すると、ネットワークに対する認証は、次のシーケンスで実行さ

れます。

1. クライアントがアクセス ポイントにアソシエートし、認証プロセスを開始します。

（注） クライアントと RADIUS サーバの間で認証が成功するまで、クライアントはネット
ワークにアクセスできません。

2. アクセス ポイント経由で通信する場合、クライアントと RADIUS サーバは、パスワード（PEAP）
または証明書（EAP-TLS）を認証用の共有秘密キーにして、認証プロセスを完了します。パス
ワードはプロセス中には送信されません。

3. 認証が成功すると、クライアントと RADIUS サーバは、クライアントに固有の動的なセッショ
ンベース WEP キーを取り出します。

4. RADIUS サーバは、有線 LAN 上の安全なチャネルを使用してアクセス ポイントにキーを送信
します。

5. セッションの間、アクセス ポイントとクライアントはこのキーを使用して、相互に伝送するす
べてのユニキャスト パケットの暗号化または復号化を行います。また、アクセス ポイントに
ブロードキャストが設定されている場合は、パケットをブロードキャストします。

（注） 802.1X 認証の詳細は、IEEE 802.11 規格を参照してください。RADIUS サーバの詳細は、次の URL
を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/secur_c/scprt2/scrad.htm

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/secur_c/scprt2/scrad.htm
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Wi-Fi Protected Access (WPA)

Wi-Fi Protected Access（WAP）は、既存および将来の無線 LAN システムに対するデータ保護とアク

セス制御のレベルを大幅に向上させる、標準準拠の相互運用可能なセキュリティ認証です。IEEE

802.11i 規格のサブセットで、この規格と互換性があります。WPA は、データ保護に Temporal Key

Integrity Protocol（TKIP）と Michael メッセージ完全性チェック（MIC）を使用し、認証キー管理に

802.1X を使用します。

WPA では、WPA と WPA-Pre-Shared Key（WPA-PSK）の 2 種類の相互に排他的なキー管理がサポー

トされています。クライアントと認証サーバは、WPA のキー管理を使用し、EAP 認証方式で相互

認証を行い、Pairwise Master Key（PMK）を生成します。WPA を使用する場合は、サーバが PMK

を動的に生成してアクセス ポイントに渡します。ただし、WPA-PSK を使用する場合は、ユーザが

クライアントとアクセス ポイントの両方で事前共有キーを設定し、その事前共有キーが PMK とし

て使用されます。

WPA と WPA-PSK は、Windows CE .NET 4.2 オペレーティング システムでサポートされています。

ただし、Windows CE .NET 4.2 オペレーティング システム搭載デバイスで、そのオペレーティング

システムを通じてクライアント アダプタを設定したときにこれらの機能を使用できるようにする

には、デバイスの製造元によってオペレーティング システムのビルドに WPA サプリカントが組み

込まれている必要があります。

EAP 認証を実行する 350 シリーズ カードだけが WPA を使用できます。 WPA または WPA-PSK を有

効にする手順については、「クライアント アダプタの設定」の項（P.D-9）を参照してください。

（注） WPA は、アクセス ポイントでも有効になっている必要があります。WPA を有効にするには、アク
セス ポイントで Cisco IOS リリース 12.2(11)JA 以降が使用されている必要があります。この機能を
有効にする手順については、アクセス ポイントのマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/secur_c/scprt2/scrad.htm
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設定の準備（EAP-TLS および PEAP の場合）
Windows CE .NET デバイスで EAP-TLS または PEAP 認証を使用する場合、システムが特定の要件

を満たしていることを確認し、必要な証明書を入手してから、クライアント アダプタを設定する必

要があります。EAP-TLS または PEAP 認証を使用しない場合は、「クライアント アダプタの設定」

の項（P.D-9）に進みます。

システム要件

EAP-TLS または PEAP 認証を有効にする前に、ネットワーク デバイスが次の要件に一致していな

ければなりません。

• Windows CE デバイスが PPC 2003 または他の Windows CE .NET 4.2 デバイスである必要があり
ます。

• クライアント アダプタが WEP をサポートし、ファームウェア バージョン 5.40.10 以降を使用
している必要があります。

• クライアント アダプタが認証を試みるアクセス ポイントでは、11.23T 以降（340、および 350
シリーズ アクセス ポイント）、12.2(4)JA 以降（1100 シリーズ アクセス ポイント）、または
11.54T 以降（1200 シリーズ アクセス ポイント）のバージョンのファームウェアを使用してい
る必要があります。

• 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。

CA およびユーザ証明書の入手とインポート

EAP-TLS および PEAP 認証では、証明書を使用する必要があります。EAP-TLS では Certificate

Authority（CA; 認証機関）証明書とユーザ証明書の両方が必要ですが、PEAP では CA 証明書のみ

必要です。必要な証明書を一度インポートすれば、証明書の期限が切れるまで（サーバによってあ

らかじめ決められた期限）、この手順を繰り返す必要はありません。

（注） 第 8章では、必要に応じて証明書を表示または削除する手順を説明しています。

CA およびユーザ証明書の入手

CA 証明書（EAP-TLS または PEAP の場合）およびユーザ証明書（EAP-TLS の場合）をまだ入手し

ていない場合は、次の手順に従ってください。

ステップ 1 システム管理者から証明書ファイル（*.cer または *.crt）を入手します。

ステップ 2 ラップトップまたは PC と Windows CE デバイス間で ActiveSync 接続を確立します。

ステップ 3 ラップトップまたは PC 上で Windows Explorer を開きます。

ステップ 4 証明書ファイルをコピーし、My Computer > Mobile Device のフォルダにこれをペーストします。

ステップ 5 「CA 証明書のインポート」の項（P.D-6）と「ユーザ証明書のインポート」の項（P.D-7）の手順に

従って、Windows CE デバイスに証明書ファイルをインポートします。
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CA 証明書のインポート

Windows CE .NET 4.2 搭載デバイスで EAP-TLS または PEAP 認証を使用する場合は、次の手順に

従って CA 証明書をインポートします。

ステップ 1 Start > Programs > Cisco > CertMgr の順に選択します。Certificate Manager ウィンドウが表示されま

す（図 D-1 を参照）。

図 D-1 Certificate Manager ウィンドウ

ステップ 2 Certificate ドロップダウン メニューに Trusted Authorities が表示されていることを確認します。

ステップ 3 Import ボタンをタップします。



D-7
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版

OL-1375-05-J

付録 D      Windows CE .NET でのクライアント アダプタの設定
設定の準備（EAP-TLS および PEAP の場合）

ステップ 4 Certificate Manager Open ウィンドウが表示されます（図 D-2 を参照）。

図 D-2 Certificate Manager Open ウィンドウ

ステップ 5 CA 証明書ファイルをタップします。

ステップ 6 Certificate Manager ウィンドウが再表示され、ウィンドウの中央に CA 証明書サーバの名前が表示さ

れます。

ステップ 7 OK をタップし、Certificate Manager を閉じます。

ユーザ証明書のインポート

Windows CE .NET 4.2 搭載デバイスで EAP-TLS 認証を使用する場合は、次の手順に従ってユーザ証

明書をインポートします。

（注） 下記の手順の他に、Certificate Manager を使用してユーザ証明書をインポートすることもできます。
そのためには、前の「CA 証明書のインポート」の項の手順に従います。ただし、ステップ 2 で
Certificate ドロップダウン メニューに（Trusted Authorities ではなく）My Certificates が表示される
ことを確かめ、ステップ 5 で（CA 証明書ファイルではなく）ユーザ証明書ファイルをタップします。

ステップ 1 Windows CE デバイスが、証明書サーバと同じネットワーク上にあるラップトップまたは PC との間

で ActiveSync リンクを確立していることを確かめます。
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ステップ 2 Start > Programs > Cisco > Enroll の順に選択します。Certificate Enrollment ウィンドウが表示されま

す（図 D-3 を参照）。

図 D-3 Certificate Enrollment ウィンドウ

ステップ 3 ユーザ名、パスワード、および証明書サーバのサーバ名を適切なフィールドに入力します。これら

は、システム管理者から入手できます。

ステップ 4 Enroll ボタンをタップします。ウィンドウ下部のボックスに表示される証明書登録のステータス
が、Ready から Processing に変わります。

操作が完了すると、「A certificate has been added to your device」というメッセージが表示されます。

ステップ 5 OK をタップし、Certificate Enrollment ウィンドウを閉じます。
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クライアント アダプタの設定
Windows CE .NET でクライアント アダプタを設定する手順は、次のとおりです。

（注） これらの手順は、WPA サプリカントがインストールされた Windows CE .NET 4.2 搭載デバイス（特
に PPC 2003）を使用していることを前提としています。Windows CE .NET 4.0 または 4.1 搭載デバ
イス、あるいは WPA サプリカントがインストールされていない Windows CE .NET 4.2 搭載デバイ
スを使用している場合には、表示される画面がこの項に記載されているものと異なります。WPA
サプリカントがインストールされていない Windows CE .NET を通じてクライアント アダプタを設
定する手順については、このマニュアルの OL-1375-04-J バージョンを参照してください。

ステップ 1 クライアント アダプタが Windows CE .NET デバイスに挿入されていることを確認します。

ステップ 2 デスクトップ上の ACU アイコンをダブルタップするか、Start > Programs > Cisco > ACU の順に選

択します。

ステップ 3 Profiles ウィンドウで、Select Active Profile ドロップダウン メニューから <External Settings> を選択

します。

ステップ 4 プロンプトが表示されたら、OK をタップします。次に、Windows CE .NET デバイスをリセットす

るか、または、クライアント アダプタを取り出して再挿入します。

ステップ 5 OK をタップして、設定を保存します。

ステップ 6 Start > Settings > Connections タブ > Connections > Advanced タブ > Network Card の順に選択しま

す。Configure Wireless Networks ウィンドウ（Wireless タブ）が表示されます（図 D-4 を参照）。

図 D-4 Configure Wireless Networks ウィンドウ（Wireless タブ）
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ステップ 7 無線ネットワークのリストから、クライアント アダプタをアソシエートするアクセス ポイントの

SSID をタップします。使用するアクセス ポイントの SSID がリストにない場合や、アドホック ネッ

トワーク（アクセス ポイントを使用しないコンピュータ間ネットワーク）でクライアント アダプ

タを動作させる場合は、Add New をタップします。

Configure Wireless Network ウィンドウ（General タブ）が表示されます（図 D-5 を参照）。

図 D-5 Configure Wireless Network ウィンドウ（General タブ）

ステップ 8 次のいずれかを実行します。

• 無線ネットワークのリストから SSID を選択した場合は、SSID が Network name フィールドに
表示されることを確認します。

• Add New を選択した場合は、Network name フィールドにクライアント アダプタがアソシエー
トするアクセス ポイントの SSID を大文字と小文字を区別して入力するか、アドホック ネット
ワークの名前を入力します。

ステップ 9 クライアント アダプタをアドホック ネットワークで動作させる場合は、This is a device-to-device
(ad-hoc) connection チェックボックスをオンにします。
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ステップ 10 Network Key タブをタップします。Configure Network Authentication ウィンドウ（Network Key タブ）

が表示されます（図 D-6 を参照）。

図 D-6 Configure Network Authentication ウィンドウ（Network Key タブ）

ステップ 11 Authentication ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

• Open ：クライアント アダプタは、WEP の設定に関係なく、アクセス ポイントとの認証を実行
し、通信を試みることができます。WPA を使用しない静的 WEP または EAP 認証を使用する
場合は、このオプションをお勧めします。

• Shared ：クライアント アダプタは、同じ WEP キーを持つアクセス ポイントとだけ通信できま
す。Shared Key 認証は、セキュリティ上のリスクが伴うので、使用しないことをお勧めします。

（注） Shared key 認証では WEP キーが必要とされるにもかかわらず、EAP 認証が完了しない
と EAP-TLS に対する WEP キーが設定されないので、EAP-TLS では Shared Key 認証を
使用できません。

• WPA：WPA を有効します。それにより、クライアント アダプタは WPA を使用してアクセス
ポイントにアソシエートできるようになります。

• WPA-PSK：WPA Pre-Shared Key（WPA-PSK）を有効にします。それにより、クライアント ア
ダプタは WPA-PSK を使用してアクセス ポイントとアソシエートできるようになります。

（注） WPA および WPA-PSK の詳細は、「Wi-Fi Protected Access (WPA)」の項（P.D-4）を参照して
ください。
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ステップ 12 Data Encryption ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択します。

• Disabled：クライアント アダプタでのデータの暗号化を無効にします。Authentication で Open
または Shared が選択されているときにだけこのオプションを使用できます。

• WEP：クライアント アダプタで静的または動的 WEP を有効にします。このオプションは、
Open 認証と共に使用することをお勧めします。

• TKIP：クライアント アダプタで Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）を有効にします。この
オプションは、WPA および WPA-PSK と共に使用することをお勧めします。

ステップ 13 静的 WEP を使用する場合は、次の手順に従って静的 WEP キーを入力します。

（注） 動的 WEP を使用する EAP-TLS または PEAP 認証を使用する場合は、ステップ 15 に進みま
す。

a. The key is provided for me automatically チェックボックスがオフになっていることを確認しま
す。

b. アクセス ポイント（インフラストラクチャ ネットワークの場合）または他のクライアント（ア
ドホック ネットワークの場合）に対する WEP キーをシステム管理者から入手します。

c. Network key フィールドに WEP キーを入力します。通信を行うため、クライアント アダプタは
アクセス ポイントまたは他のクライアントと同じ WEP キーを使用します。

d. Key index フィールドで、作成する WEP キーの番号を選択します（1、2、3、または 4）。

（注） クライアント アダプタとアクセス ポイント（インフラストラクチャ ネットワーク内）
またはその他のクライアント（アドホック ネットワーク内）の両方に、同じ番号の WEP
キーを割り当てる必要があります。

ステップ 14 WPA-PSK を有効にした場合は、アクセス ポイント（インフラストラクチャ ネットワーク内）また

はその他のクライアント（アドホック ネットワーク内）の事前共有キーをシステム管理者から取得

し、Network key フィールドに入力します。

（注） クライアント アダプタの事前共有キーは、通信先となるアクセス ポイント（インフラスト
ラクチャ モードの場合）またはクライアント（アドホック モードの場合）で使用される事
前共有キーと一致している必要があります。

ステップ 15 EAP-TLS 認証または PEAP 認証を使用するつもりであり、その認証で動的 WEP キーが使用される

場合は、The key is provided for me automatically チェックボックスをオンにします。

（注） WPA または WPA-PSK を有効にした場合は、このパラメータを使用できません。
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ステップ 16 次のいずれかを実行します。

• EAP 認証を使用しない場合は、OK をタップし、設定を保存してこの SSID を無線ネットワー
クのリストに追加します（図 D-4 を参照）。クライアント アダプタは、ネットワークへのアソ
シエーションを、示された順序で自動的に試みます。クライアント アダプタがアクセス ポイ
ントにアソシエートされると、無線ネットワーク リストのネットワーク名の右側に Connected
と表示されます。

• EAP-TLS 認証を使用する場合は、次の「EAP-TLS 認証の有効化」の手順に従ってください。

• PEAP 認証を使用する場合は、「PEAP 認証の有効化」の項（P.D-14）の手順に従ってください。

EAP-TLS 認証の有効化

初期設定が完了したら、次の手順に従って、クライアント アダプタが EAP-TLS 認証を使用するた

めの準備をします。

ステップ 1 802.1x タブをタップします。Configure Network Authentication ウィンドウ（802.1x タブ）が表示され

ます（図 D-7 を参照）。

図 D-7 Configure Network Authentication ウィンドウ（802.1x タブ）

ステップ 2 Use IEEE 802.1x network access control チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 EAP type ドロップダウン ボックスで Smart Card or Certificate を選択します。

ステップ 4 Windows CE .NET デバイスに複数のユーザ証明書がある場合、Properties ボタンをタップします。

Select Certificate ウィンドウで、使用するユーザ証明書を選択し、OK をタップします。
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ステップ 5 OK をタップして、設定を保存します。これで、設定は完了です。クライアント アダプタは、ネッ

トワークへのアソシエーションを、示された順序で自動的に試みます。クライアント アダプタがア

クセス ポイントにアソシエートされると、無線ネットワーク リストのネットワーク名の右側に

Connected と表示されます。

ステップ 6 EAP-TLS による認証手順については、「EAP-TLS の使用方法」の項（P.6-6）を参照してください。

PEAP 認証の有効化

初期設定が完了したら、次の手順に従って、クライアント アダプタが PEAP 認証を使用するための

準備をします。

ステップ 1 802.1x タブをタップします。Configure Network Authentication ウィンドウ（802.1x タブ）が表示され

ます（図 D-8 を参照）。

図 D-8 Configure Network Authentication ウィンドウ（802.1x タブ）

ステップ 2 Use IEEE 802.1x network access control チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 EAP type ドロップダウン ボックスで Cisco PEAP を選択します。

（注） Microsoft PEAP サプリカント（Cisco PEAP サプリカントではなく）がインストールされて
いる場合は、EAP type ドロップダウン ボックスに PEAP （Cisco PEAP ではなく）が表示さ
れます。Microsoft PEAP を使用するようクライアント アダプタを設定する場合は、Microsoft
のマニュアルを参照してください。
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ステップ 4 Properties ボタンをタップします。PEAP Properties ウィンドウが表示されます（図 D-9 を参照）。

図 D-9 PEAP Properties ウィンドウ

ステップ 5 サーバの証明書評価が要求される場合は、Validate server certificate チェックボックスがオンになっ

ていることを確認します（推奨）。

ステップ 6 Connect only if server name ends in チェックボックスをオンにし、下のテキスト ボックスに適切な

サーバ名サフィックスを入力します。

（注） このフィールドが空白の場合、認証プロセス中に、クライアント アダプタが接続されるサー
バへの接続を承認するように指示されます。

ステップ 7 サーバ証明書をダウンロードした認証機関の名前が Trusted root certificate フィールドに表示されて

いることを確認します。必要であれば、ドロップダウン ボックスで矢印をタップして適切な名前を

選択します。

（注） このフィールドが空白の場合、認証プロセス中に、ルート証明機関への接続を承認するよ
うに指示されます。

ステップ 8 上記のフィールドで指定した信頼できるルート証明書を証明書サーバが必ず使用するようにする

には、Connect only if server is signed by specified trusted root CA チェックボックスをオンにします。

これによって、クライアントと不正なアクセス ポイントとの接続を防止できます。
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ステップ 9 次のいずれかを実行します。

• PEAP プロトコルで、ユーザにクレデンシャルの再入力が求められる前に、前のセッションの
再開が常に試みられるようにする場合は、Always try to resume Secure Session チェックボック
スをオンにします。

• クライアント アダプタの無線のアソシエーションが解除された場合（たとえば、カードが取り
出された、無線の電源がオフにされた、アクセス ポイントの圏外に移動した、プロファイルを
切り替えたなどの場合）に、常にユーザ名とパスワードの再入力が求められるようにするには、

Always try to resume Secure Session チェックボックスをオフにします。

（注） このチェックボックスをオンにすると、クライアント アダプタのアソシエーションが一時
的に失われた場合にユーザ名とパスワードを再入力しないで済むので便利です。Cisco
Secure ACS System Configuration - Global Authentication Setup ウィンドウの PEAP Session 
Timeout の設定は、再開機能が有効である時間の長さ（つまり、ユーザのクレデンシャルを
再入力することなく PEAP セッションが再開可能である期間）を制御します。このタイム
アウト期間中にデバイスを離れると、他のユーザが PEAP セッションを再開し、ネットワー
クにアクセスすることができてしまうので、注意してください。

ステップ 10 開いている各ウィンドウで OK をタップし、設定を保存します。これで、設定は完了です。クライ

アント アダプタは、ネットワークへのアソシエーションを、示された順序で自動的に試みます。ク

ライアント アダプタがアクセス ポイントにアソシエートされると、無線ネットワーク リストの

ネットワーク名の右側に Connected と表示されます。

ステップ 11 PEAP による認証手順については、「PEAP の使用方法」の項（P.6-8）を参照してください。

Windows CE .NET によるアクセス ポイントとのアソシエーション
Windows CE .NET では、クライアント アダプタのドライバは、無線ネットワーク リスト（図 D-4

を参照）の最初のネットワークへのアソシエーションを自動的に試行します。アダプタがアソシ

エートに失敗、またはアソシエーションを失った場合、自動的に無線ネットワーク リスト内の次の

ネットワークに切り替えられます。アクセス ポイントとのアソシエーションが維持されている限

り、アダプタはネットワークを切り替えません。クライアント アダプタを強制的に別のアクセス

ポイントにアソシエートするには、使用可能なネットワークのリストから別のネットワークを選択

し、OK をタップする必要があります。



E-1
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版

OL-1375-05-J

A P P E N D I X E

サイト調査の実行

この付録では、サイト調査を行うときの ACU の使用方法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。

• 概要（P.E-2）

• Signal Strength Display Units の設定（P.E-3）

• Passive Mode の使用方法（P.E-4）

• Active Mode の使用方法（P.E-7）

• クライアント アダプタの強制的な再アソシエーション（P.E-13）
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付録 E      サイト調査の実行
概要

概要

（注） この付録は、無線ネットワークにおいて、インフラストラクチャ デバイスの最適な設置場所を決
定するサイト調査の担当者のみを対象としています。

サイト調査には、ACU のサイト調査ツールが役立ちます。このツールは RF レベルで動作し、ネッ

トワークにおけるインフラストラクチャ デバイスの最適な設置場所とカバレッジ（重複）を特定す

るのに使用されます。サイト調査では、ネットワークの現在のステータスがクライアント アダプタ

から読み取られ、1 秒間に 4 回表示されるため、ネットワーク パフォーマンスを正確に測定するこ

とができます。表示されるフィードバックを使用すれば、クライアント アダプタとアソシエート先

のアクセス ポイント（または他のインフラストラクチャ デバイス）との間で接続が途切れる可能

性のある RF 信号レベルの低いエリアを排除できます。

サイト調査ツールは、次の 2 つのモードで動作します。

• Passive Mode：デフォルトのサイト調査モード。RF ネットワーク トラフィックを起動せずに、
クライアント アダプタが聞き取るトラフィックだけをリスンして、結果を表示します。Passive 
Mode を有効にするには、「Passive Mode の使用方法」の項（P.E-4）の手順に従ってください。

• Active Mode：クライアント アダプタは低レベルの RF パケットをアソシエート先のアクセス
ポイントと積極的に交換し、その成功率を表示します。このモードでは、サイト調査の実行方

法（データ レートなど）を制御するパラメータも設定できます。Active Mode を有効にするに
は、「Active Mode の使用方法」の項（P.E-7）の手順に従ってください。

ガイドライン

サイト調査の実施にあたって、次のガイドラインに留意してください。

• サイト調査は、他のすべてのシステムとノイズ源が稼働中の状態で RF リンクが機能している
場合に実行します。

• サイト調査は、モバイル ステーションから全体に対して実行します。

• Active Mode を使用するときは、すべての変数を動作時の値に設定してサイト調査を実行しま
す。

補足情報

サイト調査の実施にあたっては、次の動作条件および環境条件も考慮してください。

• データ レート：感度と無線範囲は、データ ビット レートに反比例します。したがって、無線
範囲は動作可能なデータ レートが最も低いときに最大になり、レシーバ感度のしきい値は、無
線データが増加すると低下します。

• アンテナのタイプと配置：無線範囲を最大化するには、アンテナの適切な設定が不可欠です。

一般に、無線範囲はアンテナの高さに比例して広くなります。

• 物理的環境：閉鎖または密集した場所よりも、見通しのよい開かれた場所のほうが無線範囲は

広くなります。また、動作環境に散乱している物が少ないほど、無線範囲は広くなります。

• 障害物：金属製の棚や鉄柱などの物理的な障害物があると、無線デバイスのパフォーマンスが

低下します。送信アンテナと受信アンテナの間に金属製の障害物がある場所には、無線デバイ

スを配置しないでください。

• 建築資材：無線の貫通度は、建造物で使用されている建築資材によって大きく異なります。た

とえば、ドライウォールの建造物では、コンクリート ブロックの建造物よりも無線範囲が広く
なります。また、金属や鉄製の建造物は無線信号の妨げになります。
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（注） 配置に影響する要素の詳細は、インフラストラクチャ デバイスのハードウェア インストール ガイ
ドを参照してください。

Signal Strength Display Units の設定
Survey ウィンドウに信号強度を表示するために使用される単位を指定する手順は、次のとおりで

す。

ステップ 1 ACU  アイコンをダブルタップするか、Start > Programs > Cisco > ACU の順に選択します。Profiles

ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 Options ボタンをタップします。ACU Options ウィンドウが表示されます（図 E-1 を参照）。

図 E-1 ACU Options ウィンドウ

ステップ 3 Signal Strength Display Units に対し、次のどちらかのオプションを選択します。

• Percent（%）：信号強度をパーセントで表示します。これはデフォルト設定です。

• dBm：信号強度をミリワットあたりのデシベルで表示します。

ステップ 4 OK をタップして、変更を保存します。
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Passive Mode の使用方法
サイト調査を Passive Mode で実行し、RF ネットワーク トラフィックに関する現在の情報を入手す

る手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Profiles ウィンドウで Survey タブをタップします。クライアント アダプタが Windows CE デバイス

にインストール済みであり、実行されている場合、Site Survey - Passive ウィンドウが表示されます

（図 E-2 を参照）。

図 E-2 は、信号強度の値がパーセントで表示された Site Survey - Passive Mode ウィンドウであり、図

E-3 は、信号強度の値が dBm で表示された同ウィンドウです。

図 E-2 Site Survey - Passive ウィンドウ（信号強度をパーセントで表示）
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図 E-3 Site Survey - Passive ウィンドウ（信号強度を dBm で表示）

表 E-1 は、Site Survey - Passive ウィンドウに表示される情報とその説明を示しています。

表 E-1 Passive Mode サイト調査の統計情報

統計情報 説明

Site Survey - Passive 

ウィンドウの最初の行

クライアント アダプタの動作モードと、アソシエート先のアクセス ポイントの名前または

MAC アドレスを示します。

値： Not Associated、Associated、Authenticated、または Ad Hoc Mode

（注） アクセス ポイントの名前または MAC アドレスが表示されるのは、クライアント ア
ダプタがインフラストラクチャ モードで動作し、Aironet Extensions が有効になって
いる場合だけです（アクセス ポイントでは Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降が実行
されていること）。

Signal Strength すべての受信パケットの信号の強度。値が大きいほど、棒グラフが緑色になり、信号が強い

ことを示します。

棒グラフの下のヒストグラムは、現在の信号の強度を視覚的に示しています。信号の強度は、

緑色（最も強い）、黄色（中程度）、赤色（最も弱い）の 3 色で表されます。

値の範囲： 0 ～ 100% または -95 ～ -45dBm
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ステップ 2 サイト調査を Active Mode で実行する場合は、「Active Mode の使用方法」に進んでください。それ

以外の場合は、OK をタップして、サイト調査ツールを終了します。

Signal Quality すべての受信パケットの信号の品質。値が大きいほど、棒グラフが緑色になり、信号が明瞭

であることを示します。

棒グラフの下のヒストグラムは、現在の信号の品質を視覚的に示しています。信号の品質は、

緑色（最も高い）、黄色（中程度）、赤色（最も低い）の 3 色で表されます。

値の範囲： 0 ～ 100%

（注） この設定は、信号強度をパーセントで表示するように選択した場合にのみ表示されま
す。詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.E-3）を参照してください。

Noise Level 2.4GHz 帯域での背景の無線周波エネルギーのレベル。値が小さいほど、棒グラフが緑色にな

り、背景ノイズが弱いことを示します。

棒グラフの下のヒストグラムは、現在の背景ノイズのレベルを視覚的に示しています。背景

ノイズ レベルは、緑色（最も低い）、黄色（中程度）、赤色（最も高い）の 3 色で表されます。

値の範囲： -100 ～ -45dBm

（注） この設定は、信号強度を dBm で表示するように選択した場合にのみ表示されます。
詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.E-3）を参照してください。

Link Speed Passive Mode では、サイト調査ツールは、送信されるネットワーク トラフィックを監視し、

データ レートはパケットの送信レートを反映します。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps

Quality アクセス ポイントと通信するためのクライアント アダプタの能力。

値： Not Associated、Poor、Fair、Good、Excellent

（注） この設定は、信号強度をパーセントで表示するように選択した場合にのみ表示されま
す。詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.E-3）を参照してください。

Signal to Noise (S-N) Ratio 信号強度とノイズ レベルの差。値が大きいほど、アクセス ポイントと通信するためのクライ

アント アダプタの能力が高くなります。

値の範囲： 0 ～ 90 dB

（注） この設定は、信号強度を dBm で表示するように選択した場合にのみ表示されます。
詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.E-3）を参照してください。

チャネル クライアント アダプタが現在、通信用チャネルとして使用している周波数。

値：規制地域によって異なります。

表 E-1 Passive Mode サイト調査の統計情報（続き）

統計情報 説明



E-7
Cisco Aironet 350 シリーズ ワイヤレス LAN クライアント アダプタ インストレーション コンフィギュレーション ガイド Windows CE 版

OL-1375-05-J

付録 E      サイト調査の実行
Active Mode の使用方法

Active Mode の使用方法
Active Mode のサイト調査を実行して、クライアント アダプタが RF パケットを送受信する際の現

在の能力を表示する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Site Survey - Passive ウィンドウ（図 E-2 を参照）で Setup ボタンをタップします。Active Mode Setup

ウィンドウが表示されます（図 E-4 を参照）。

図 E-4 Active Mode Setup ウィンドウ
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表 E-2 は、サイト調査の実行方法を制御するパラメータとその説明を示しています。表内の手順に

従って、パラメータを設定してください。

表 E-2 Active Mode サイト調査のパラメータ

パラメータ 説明

Destination MAC Address テストに使用されるアクセス 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）の MAC アドレス。

デフォルト： クライアント アダプタがアソシエートされているアクセス ポイント（インフ

ラストラクチャ モードの場合）の MAC アドレス。

（注） テスト中、クライアント アダプタは他のアクセス ポイントにローミングされないた
め、単一セルのサイズを測定することができます。

Destination Is Another 

Cisco Aironet Device

このチェックボックスは、Destination MAC Address フィールドに入力したデバイスが Cisco

Aironet アクセス ポイント（インフラストラクチャ モードの場合）またはクライアント（ア

ドホック モードの場合）であることを示します。これを選択すると、Cisco Aironet デバイス

からクライアントに送信されるパケットに、送信元に対する失われたパケット数や送信先に

対する失われたパケット数、再試行の割合などの補足情報が付加されます。またこの情報は、

Site Survey - Active ウィンドウに表示されます。

Destination MAC Address フィールドに指定したデバイスが Cisco Aironet デバイスでない場合

は、このチェックボックスをオフにしておきます。この場合、クライアント アダプタからク

ライアント アダプタに戻るループバック パケットが送信されます。

デフォルト： オン

Number of Packets テスト中に送信されるパケットの数。

値の範囲： 1 ～ 999

デフォルト： 100

Data Rate パケットが送信されるときのビット レート。テスト中はレートのシフトは起こりません。こ

れは、無線ファームウェアに組み込まれているエコー テストに、この機能がサポートされて

いないためです。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps

デフォルト： 11Mbps

Continuous Link Test OK または Stop をタップするまでテストを続行させるには、このチェックボックスをオンに

します。テストは Number of Packets フィールドに指定したパケットの数だけ繰り返しループ

されます。

デフォルト： オフ

Packet Size テスト中に送信されるパケットのサイズ。通常のシステム稼働時に使用される一般的なサイ

ズを選択します。

値の範囲： 30 ～ 1450

デフォルト： 512

Delay Between Packets 成功した送信から次に成功した送信までの遅延（ミリ秒単位）。

値の範囲： 1 ～ 2048ms

デフォルト： 1ms
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ステップ 2 パラメータを設定したら、OK をタップして、設定を保存します。Site Survey - Passive ウィンドウ

が表示されます（図 E-2 を参照）。

ステップ 3 Start ボタンをタップして、サイト調査テストを実行します。Site Survey - Active ウィンドウが表示

されます。

Percent Success Threshold 失われなかったパケットの割合。

このパラメータは、Percent Successful ヒストグラムの赤色の線を制御します。この値以上の

割合は緑色の棒線で表示され、この値を下回る割合は黄色の棒線で表示されます。

値の範囲： 0 ～ 100%

デフォルト： 75

Data Retries 宛先デバイスから確認応答（Ack）が返ってこない場合に送信を再試行する回数。

デフォルト： None

再試行値 説明

None 再試行を行わない。

Default Retries ファームウェアの再試行のデフォルト値（16）が使用されます。

Tx Type テスト中に送信されるパケット タイプ。

デフォルト： Unicast

パケット タイプ 説明

Unicast ユニキャスト パケットを使用すると、システムは宛先から Ack が

返ってくることを期待するため、再試行が行われる可能性があり

ます。

Multicast マルチキャスト パケットを使用すると、テスト中にパケットの再

試行は起こりません。

表 E-2 Active Mode サイト調査のパラメータ（続き）

パラメータ 説明
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図 E-5 は、信号強度の値がパーセントで表示された Site Survey - Active ウィンドウであり、図 E-6

は、信号強度の値が dBm で表示された同ウィンドウです。

図 E-5 Site Survey ñ Active ウィンドウ（信号強度をパーセントで表示）

図 E-6 Site Survey ñ Active ウィンドウ（信号強度を dBm で表示）
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表 E-3 は、サイト調査テストの実行中に Site Survey - Active ウィンドウに表示される情報とその説

明を示しています。

表 E-3 Active Mode サイト調査の統計情報

統計情報 説明

Site Survey - Active ウィン

ドウの最初の行

クライアント アダプタの動作モードと、アソシエート先のアクセス ポイントの名前または

MAC アドレスを示します。

値： Not Associated、Associated、Authenticated、または Ad Hoc Mode

（注） アクセス ポイントの名前または MAC アドレスが表示されるのは、クライアント ア
ダプタがインフラストラクチャ モードで動作し、Aironet Extensions が有効になって
いる場合だけです（アクセス ポイントでは Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降が実行
されていること）。

Signal Strength すべての受信パケットの信号の強度。値が大きいほど、棒グラフが緑色になり、信号が強い

ことを示します。

棒グラフの下のヒストグラムは、現在の信号の強度を視覚的に示しています。信号の強度は、

緑色（最も強い）、黄色（中程度）、赤色（最も弱い）の 3 色で表されます。

値の範囲： 0 ～ 100% または -95 ～ -45dBm

Signal Quality すべての受信パケットの信号の品質。値が大きいほど、棒グラフが緑色になり、信号が明瞭

であることを示します。

棒グラフの下のヒストグラムは、現在の信号の品質を視覚的に示しています。信号の品質は、

緑色（最も高い）、黄色（中程度）、赤色（最も低い）の 3 色で表されます。

値の範囲： 0 ～ 100%

（注） この設定は、信号強度をパーセントで表示するように選択した場合にのみ表示されま
す。詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.E-3）を参照してください。

Noise Level 2.4GHz 帯域での背景の無線周波エネルギーのレベル。値が小さいほど、棒グラフが緑色にな

り、背景ノイズが弱いことを示します。

棒グラフの下のヒストグラムは、現在の背景ノイズのレベルを視覚的に示しています。背景

ノイズ レベルは、緑色（最も低い）、黄色（中程度）、赤色（最も高い）の 3 色で表されます。

値の範囲： -100 ～ -45dBm

（注） この設定は、信号強度を dBm で表示するように選択した場合にのみ表示されます。
詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.E-3）を参照してください。

Link Speed クライアント アダプタがアソシエート先のアクセス ポイントとパケットを送受信している

ときの速度。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps
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付録 E      サイト調査の実行
Active Mode の使用方法

ステップ 4 Stop ボタンをタップするか、または Percent Complete の値が 100% に達すると、Active Mode は Passive

Mode に戻ります。

ステップ 5 OK をタップして、サイト調査ツールを終了します。

Quality アクセス ポイントと通信するためのクライアント アダプタの能力。

値： Not Associated、Poor、Fair、Good、Excellent

（注） この設定は、信号強度をパーセントで表示するように選択した場合にのみ表示されま
す。詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.E-3）を参照してください。

Signal to Noise (S-N) Ratio 信号強度とノイズ レベルの差。値が大きいほど、クライアント アダプタのアクセス ポイン

トとの通信能力が高くなります。

値の範囲： 0 ～ 90 dB

（注） この設定は、信号強度を dBm で表示するように選択した場合にのみ表示されます。
詳細は、「Signal Strength Display Units の設定」の項（P.E-3）を参照してください。

チャネル クライアント アダプタが現在、通信用チャネルとして使用している周波数。

値： 規制地域によって異なります。

Percent Done Number of Packets フィールドに指定した数値に基づいて送信されたパケットの割合。

Percent Successful 送信が成功したパケットの割合。

Percent Successful ヒストグラムは、欠落しなかったパケットの割合を視覚的に示しています。

Percent Success Threshold に設定した値は赤色の線で示されます。この値以上の割合は緑色の

棒線で表示され、この値を下回る割合は黄色の棒線で表示されます。

（注） 詳細は、表 E-2 の Percent Success Threshold パラメータを参照してください。

Lost To Target アクセス ポイントへの送信が失敗したパケットの数。

Lost To Source アクセス ポイントからの受信が失敗したパケットの数。

Percent Retries 送信が再試行されたパケットの割合。

（注） この値は次のように計算されます。
（再試行数 ｘ 100） / 送信パケット数

大量のパケットが損失した場合、再試行数が送信パケット数を上回ることがありま
す。この場合、このフィールドには 100% より大きな値が表示されます。

表 E-3 Active Mode サイト調査の統計情報（続き）

統計情報 説明
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付録 E      サイト調査の実行
クライアント アダプタの強制的な再アソシエーション

クライアント アダプタの強制的な再アソシエーション
クライアント アダプタは、アクセス ポイントとのアソシエーションを可能な限り維持しようとし

ます。そのため、サイト調査中にエリアの境界に移動した場合は、クライアント アダプタを再初期

化（再起動）して、現在のアクセス ポイントとのアソシエーションを強制的に解除し、別のアクセ

ス ポイントと再アソシエーションする場合があります。

サイト調査中に、クライアント アダプタのアソシエーションを現在のアクセス ポイントから強制

的に解除して、別のアクセス ポイントに再アソシエーションする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Profiles タブをタップします。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• アクティブ プロファイルを変更し、再びこれを選択します。

• Manage Profiles ボックスでアクティブ プロファイルを選択し、Edit ボタンをタップし、OK を
タップします。

ステップ 3 Survey タブをタップして Site Survey ウィンドウに戻ります。Site Survey ウィンドウの最初の行は、

クライアント アダプタが現在のアクセス ポイントとのアソシエーションを解除している間は Not 

Associated と表示されます。アダプタがアクセス ポイントに再びアソシエートされると Associated

と表示されます。
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G L O S S A R Y

802.1X 802.11 の 802.1X とも呼ばれている。802.1X は、電気電子学会（IEEE）で定義された、無線 LAN のセ
キュリティの新しい規格です。802.1X とそのプロトコル Extensible Authentication Protocol（EAP; 拡張認
証プロトコル）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 Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）サーバなどを指します。

802.11 2.4GHz 周波数帯で稼動する 1Mbps および 2Mbps 無線 LAN に対するキャリア検知メディア アクセス制
御と物理層の規格を定めている IEEE 規格。

802.11b 5.5 および 11Mbps 無線 LAN に対するキャリア検知メディア アクセス制御と物理層の規格を定めてい
る IEEE 規格。

A

アクセス ポイント 電波を使用して有線ネットワークと無線ステーションを接続する無線 LAN データ トランシーバ。

ActiveSync ファイル転送のために、デスクトップと Windows CE デバイスを接続する Microsoft のプログラム。

アドホック ネットワー
ク

アクセス ポイントを使用せずに、ステーションだけで構成された無線ネットワーク。

英数字 英数字を含む文字セット。

アソシエート ステーションがアクセス ポイントと無線通信できるように適切に設定されること。

B

帯域幅 データ転送に使用できる周波数スペクトラムの量を指定する。大幅な電力損失を引き起こすことなく、

信号が媒体に到達できる最大データ レートを特定します。

BPSK 2 相位相偏移変調（Binary phase shift keying）。IEEE 802.11 準拠の無線 LAN で、1Mbps の送信に使用さ
れる変調技術。

ブロードキャスト キー 
ローテーション

動的な WEP キーで使用するセキュリティ機能。クライアント アダプタで LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、
または PEAP 認証を使用し、この機能を有効にしている場合、アクセス ポイントは選択した間隔で提
供される動的なブロードキャスト WEP キーを変更します。
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C

CCK 相補コード キー入力（Complementary code keying）。IEEE 802.11b 準拠の無線 LAN で、5.5Mbps および
11Mbps の送信に使用される変調技術。

CeAppMgr Windows CE Application Manager。デスクトップとデバイス間のアプリケーション管理ツールを提供す
る、デスクトップ Windows CE Services コンポーネントです。Windows CE デバイス上のアプリケーショ
ンの追加と削除、デスクトップ コンピュータからのアプリケーション ファイルの削除を実行できます。
CeAppMgr は、すべての Windows CE Services のインストールに含まれています。

Cisco TKIP Cisco Key Integrity Protocol（CKIP）とも呼ばれる。IEEE 802.11i セキュリティ タスク グループが提示す
る初期アルゴリズムに基づいたシスコの WEP キー置換技術です。

クライアント アクセス ポイントのサービスを使用して、LAN 上で他のデバイスと無線通信を行う無線デバイス。

CSMA キャリア検知多重アクセス（Carrier sense multiple access）。IEEE 802.11 規格で定められた無線 LAN のメ
ディア アクセス手段。

巡回冗長検査（CRC） 受信したパケットのエラーを検出する方法。

D

データ レート デバイスによってサポートされているデータ転送レートの範囲。データ レートはメガビット毎秒
（Mbps）で測定されます。

dBi アンテナ ゲインの測定に一般的に使用されるデシベルと等方性アンテナの比率。dBi の値が大きいほど
ゲインが高く、対応角度が鋭角になります。

DHCP 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（Dynamic host configuration protocol）。多数の
オペレーティング システムで使用でき、ネットワーク上のデバイスに指定範囲内の IP アドレスを自動
発行するプロトコル。割り当てられたアドレスは、管理者が指定した一定の期間、デバイスに保持され

ます。

ダイポール 2 つの素子（内部の場合もあり）で構成される低ゲイン（2.2dBi）アンテナの一種。

Domain Name Server テキスト名を IP アドレスに変換するネットワーク サーバ。

ドメイン ネーム シス
テム（DNS）

IP アドレスで使用されるように、数字ではなく英数字を使用してコンピュータに名前を提供する。ホ
ストの英数字名とそれらに対応する IP アドレスが登録されたデータベースを保持します。

DSSS ダイレクト シーケンス スペクトラム拡散方式（Direct sequence spread spectrum）。スペクトラム拡散方
式の無線送信の一種。その信号を、広範な周波数帯に連続して送信します。

重複パケット 確認応答が欠落したために、送信側がパケットを再送したことによって 2 度受信されたパケット。

E

EAP 拡張認証プロトコル（Extensible Authentication Protocol）。EAP は、オプションの IEEE 802.1X 無線 LAN
セキュリティ機能のプロトコルです。802.1X と 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 Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）サーバな
どを指します。
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.

EAP-FAST 拡張認証プロトコル（Extensible Authentication Protocol ）- Flexible Authentication via Secure Tunneling。
PPC 2002、PPC 2003、Windows CE .NET 4.2 デバイスで使用可能な 802.1X 認証タイプです。EAP-FAST
のサポートは、オペレーティング システムではなく、クライアント アダプタのファームウェアと、そ
のファームウェアをサポートする Cisco ソフトウェアで提供されます。EAP-FAST を使用すると、クラ
イアント アダプタはユーザ名、パスワードおよび PAC を使用して、アクセス ポイント経由で RADIUS
サーバとの相互認証を行います。

イーサネット 最も広く使用されている有線 LAN。キャリア検知多重アクセス（CSMA）を使って複数のコンピュータ
によるネットワークの共有を可能にし、物理レイヤに応じて 10、100、または 1000Mbps での動作を実
現します。

F

ファイル サーバ ファイル、メール、プログラムなどを LAN で共有するためのファイル用リポジトリ。

ファームウェア メモリ チップにプログラミングされたソフトウェアで、コンピュータの半永久メモリに格納される。

フラグメンテーション

しきい値

一括送信ではなく、パケットを断片化して断片ごとに送信するときのサイズ。64 ～ 2312 バイトの範囲
で設定する必要があります。

G

ゲートウェイ 2 つの互換性のないネットワークを接続するデバイス。

GHz ギガヘルツ。10 億サイクル毎秒。周波数の測定単位。

H

16 進数 10 個の数字と 6 つのアルファベット（0 ～ 9、A ～ F、a ～ f）で構成される文字セット。

HPC ハンドヘルド パーソナル コンピュータ。Windows CE デバイスとして定義されている 3 つのタイプの 1
つ。

I

IEEE 米国電気電子技術者協会。出版物、会議、規格策定などの活動を通じて、電気技術者を支援する専門家

団体。イーサネットの 802.3 規格および無線 LAN の 802.11 規格を策定します。

インフラストラクチャ 有線イーサネット ネットワーク。

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）。

IP アドレス ステーションのインターネット プロトコル（IP）アドレス。

IP サブネット マスク IP サブネットワークの識別に使用される番号。IP アドレスが LAN で認識可能かどうか、あるいは、ゲー
トウェイ経由で到達する必要があるかどうかを示します。

等方性 信号を垂直および並行の両方向に完全な球状で 360 度放射するアンテナ。
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L

LEAP LEAP は、EAP-Cisco Wireless とも呼ばれ、Windows CE デバイスで使用可能な 802.1X 認証タイプです。
LEAP のサポートは、オペレーティング システムではなく、クライアント アダプタのファームウェア
と、そのファームウェアをサポートする Cisco ソフトウェアで提供されます。LEAP を使用すると、ク
ライアント アダプタはユーザ名とパスワードを使用して、アクセス ポイント経由で RADIUS サーバと
の相互認証を行います。

M

MAC アドレス メディア アクセス制御（MAC）アドレス。製造メーカーによってネットワーク デバイスに割り当てら
れた一意のシリアル番号。

MIC メッセージ完全性チェック。MIC は、暗号化されたパケットへのビットフリップ攻撃を阻止します。
ビットフリップ攻撃では、暗号化されたメッセージが不正侵入者によって傍受され、簡単な変更が加え

られます。その後、このメッセージは不正侵入者から再び送信され、受信側で正規のメッセージとして

受信されます。クライアント アダプタのドライバが MIC 機能をサポートし、アクセス ポイントで MIC
を有効にする必要があります。

変調 ユーザ情報とトランスミッタのキャリア信号を組み合わせる数種類の技法。

マルチキャスト パケッ
ト

複数のステーションに送信されたパケット。

マルチパス 無線信号が物体に当たって跳ね返ることで発生するエコー。

O

オーバーラン パケット アクセス ポイントが一時的にパケットを処理できない過負荷に陥ったために破棄されたパケット。

P

PAC Protected Access Credentials。EAP-FAST 認証において、自動的または手動的にプロビジョニングされ、
RADIUS サーバとの相互認証に使用されるクレデンシャルです。PAC は Cisco Secure ACS サーバで作成
され、ID で識別されます。ユーザは自分の PAC のコピーを Cisco Secure ACS サーバから取得します。
その ID により、 ACU で作成されたプロファイルに PAC が関連付けられます。手動 PAC プロビジョニ
ングを有効にしている場合は、PAC ファイルを手動でサーバからコピーし、クライアント デバイスに
インポートします。

パケット ネットワーク上の通信に使用される基本的なメッセージ単位。パケットには通常、ルーティング情報と

データが含まれ、場合に応じてエラー検出情報が含まれます。

PPC ポケット サイズ パーソナル コンピュータ。Windows CE デバイスとして定義されている 3 つのタイプ
の 1 つ。

Q

QPSK 4 位相偏移変調（Quadruple phase shift keying）。IEEE 802.11 準拠の無線 LAN で、2Mbps の送信に使用さ
れる変調技術。
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R

無線チャネル 無線が動作する周波数。

通信範囲 トランスミッタが信号を送信できる直線距離。

レシーバ感度 レシーバが受信し、正しくデータに変換することができる最も弱い信号の測定値。

RF 無線周波数。無線を使用したテクノロジーに使用される一般用語。

ローミング 複数のアクセス ポイントを使用して、ユーザが LAN への接続を維持したまま構内を移動できるように
する機能。

RTS しきい値 アクセス ポイントがパケットを送信する前に送信要求（RTS）を発行するときのパケット サイズ。

S

スペクトラム拡散方式 ユーザ情報を最も広帯域幅に拡散する無線送信テクノロジー。耐干渉性が向上し、無資格での運用が可

能になるという利点があります。

SSID サービス セット ID（SSID）。ステーションでアクセス ポイントとの通信に必要とされる一意の識別子。
SSID には、最大 32 文字の英数字を使用できます。

T

TKIP Temporal Key Integrity Protocol。WEP キー ハッシュとも呼ばれる。暗号化されたパケットに初期化ベク
トル（IV）を組み込んで WEP キーを割り出す不正侵入による WEP 攻撃を阻止するセキュリティ機能。
TKIP は、不正侵入者が IV を使用して WEP キーを特定する際に利用する、推測可能な値を除去します。

送信電力 無線送信の電力レベル。

U

ユニキャスト パケット ポイントツーポイント通信で送信されたパケット。

W

WEP Wired Equivalent Privacy。802.11 規格に定められているオプションのセキュリティ メカニズム。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の転送データを保護するように設計され

ています。

ワークステーション client adapterが搭載されたコンピューティング デバイス。

WPA Wi-Fi Protected Access。既存および将来の無線 LAN システムに対するデータ保護とアクセス制御のレベ
ルを大幅に向上させる、標準準拠の相互運用可能なセキュリティ認証です。IEEE 802.11i 規格のサブ
セットで、この規格と互換性があります。WPA は、データ保護に Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）
を使用し、認証キー管理に 802.1X を使用します。
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