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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、FCC クラス A 適合装置に関するものです。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 A 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
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、FCC クラス B 適合装置に関するものです。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、Cisco Unity、Follow Me Browsing、FormShare、および StackWise は、Cisco Systems, Inc. の商標です。Changing the Way
We Work, Live, Play, and Learn、および iQuick Study は、Cisco Systems, Inc. のサービス マークです。Aironet、ASIST、BPX、Catalyst、CCDA、CCDP、
CCIE、CCIP、CCNA、CCNP、Cisco、Cisco Certified Internetwork Expert のロゴ、Cisco IOS、Cisco Press、Cisco Systems、Cisco Systems Capital、Cisco Systems
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はじめに

この章では、『Cisco Aironet 350/CB20A 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 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 サポートを入手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. xviii）

• 目的（P. xviii）

• マニュアルの構成（P. xix）

• 表記法（P. xx）

• 関連資料（P. xx）

• 技術情報の入手方法（P. xxi）

• テクニカル サポート（P. xxii）

• その他の資料および情報の入手方法（P. xxiv）
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はじめに

対象読者

対象読者

このマニュアルは、Microsoft Windows 2000 または XP が稼動するコンピュータで、Cisco Aironet 350

または CB20A 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、および管理を担当す

る方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、Cicso Aironet 350 および CB20A クライアント アダプタ について記載し、そ

れらのインストール、設定、および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 350/CB20A 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 版』では、Install Wizard ファイルを使用してイン
ストールされるクライアント アダプタ ソフトウェアの各バージョンについて具体的に記載してい
ます。Install Wizard を使用しないクライアント アダプタ ソフトウェアを使用する場合、それらを
インストールする場合、またはそれらのソフトウェアにアップグレードする場合は、このマニュア

ルのバージョン OL-1394-04 で詳細および手順を参照してください。

（注） Install Wizard バージョン 1.3 以降およびそのソフトウェア コンポーネントは、Cisco Aironet 340 シ
リーズまたは Windows 98、98 SE、NT、Me ではサポートされていません。
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はじめに

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、および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 アダプタの設置前に確
認が必要な事項について説明します。

• 第 3章「クライアント アダプタのインストール」では、クライアント アダプタ ソフトウェア
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「Aironet Client Monitor（ACM）の使用方法」では、Aironet Client Monitor（ACM）を使
用してクライアント アダプタに関するステータス情報にアクセスし、基本的な作業を実行する
手順を説明します。

• 第 9 章「慣例手順」では、クライアント アダプタ ソフトウェアのアンインストールやアダプ
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 10 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 802.11a および IEEE 802.11b チャネルと、規制地域ごとに許可されている最大電力レベ
ルおよびアンテナ ゲインを示します。

• 付録 D「Windows XP オペレーティング システムでのクライアント アダプタの設定」では、
Windows XP 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を決定する方法を示しま
す。
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はじめに

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 版 Cisco Aironet 350 および CB20A ワイヤレス LAN クライアント アダプタについての詳細

は、次のマニュアルを参照してください。

• 『Release Notes for Cisco Aironet Client Adapter Install Wizard for Windows』

• 『Release Notes for Cisco Aironet Client Adapter Firmware』

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 技術資料には、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

シスコ製品の資料およびその他の資料は、Cisco.com で入手できます。また、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、次の URL から世界中のシスコの Web サイトにアクセスできます。

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

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、次の発注ツールからシスコ製品の
英文マニュアルを発注できます。

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

• 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。

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://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/jp
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html
http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml
http://www2.hipri.com/cisco/
http://www2.hipri.com/cisco/
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テクニカル サポート

テクニカル サポート
Technical Assistance Center（TAC）は、シスコと有効なサービス契約を結んでいるすべてのお客様、

パートナ、販売代理店、ディストリビュータに対し、受賞の実績のあるオンラインまたは電話によ

る技術サポート サービスを 24 時間体制で提供します。Cisco.com では、技術支援のためのオンライ

ンの窓口として Cisco TAC Web サイトを設けています。シスコと有効なサービス契約を結んでいな

い場合は、販売代理店にお問い合わせください。

Cisco TAC Web サイト

Cisco TAC Web サイトは、シスコの製品とテクノロジーに関する技術的な問題のトラブルシュー

ティングと解決のためのオンライン資料とツールを提供します。Cisco TAC Web サイトは年中無休

なので、いつでもご利用いただけます。Cisco TAC Web サイトには、次の URL からアクセスでき

ます。

http://www.cisco.com/tac

Cisco TAC Web サイトのすべてのツールにアクセスするには、Cisco.com ユーザの ID とパスワード

が必要です。有効なサービス契約を結んでいても、ログイン ID またはパスワードをお持ちでない

場合は、次の URL でご登録ください。 

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

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/

TAC Case での問題解決

オンラインの TAC Case Openツールを使用すると、P3 および P4 の問題を迅速に解決できます（P3

および P4 の問題とは、ネットワークへの影響が非常に少ないか、製品情報が必要な場合のことで

す）。状況の詳しい説明を入力すると、問題を迅速に解決する上で役立つリソースが TAC Case Open

ツールにより自動的に提示されます。これらのリソースを使用した問題の解決が不可能な場合は、

Cisco TAC のエンジニアに問題が割り当てられます。オンラインの TAC Case Openツールには、次

の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/tac/caseopen

http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/tac
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/tac/caseopen
http://www.cisco.com/jp/register/
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はじめに

テクニカル サポート

P1 または P2 の問題（実稼動環境のネットワークがダウンしたか、処理能力が大幅に低下している）

が発生した場合、またはインターネットにアクセスできない場合は、電話で Cisco TAC に連絡して

ください。P1 および P2 の問題は Cisco TAC のエンジニアにただちに割り当てられ、お客様は業務

をスムーズに遂行するための支援を受けることができます。

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

TAC における問題の優先レベルの定義

シスコでは、あらゆる問題を決められた形式に従って報告していただけるよう、問題の優先レベル

を次のように定義しています。

プライオリティ レベル 1（P1） ― ネットワークが「ダウン」した状態か、業務に致命的な損害が発

生した場合。お客様およびシスコが、24 時間体制でこの問題を解決する必要があると判断した場合。 

プライオリティ レベル 2（P2） ― 既存のネットワーク動作が著しく低下したか、シスコ製品が十分

に機能しないため、業務に重大な影響を及ぼした場合。お客様およびシスコが、通常の業務中の全

時間を費やして、この問題を解決する必要があると判断した場合。

プライオリティ レベル 3（P3） ― ネットワークの動作パフォーマンスが低下しているが、ほとんど

の業務運用は継続できる場合。お客様およびシスコが、業務時間中にサービスを十分なレベルにま

で復旧させる必要があると判断した場合。

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、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。業務の運用には、ほとんど影響がありません。

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


xxiv
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-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 Marketplace では、さまざまなシスコの書籍、リファレンス ガイド、およびロゴ製品を提
供しています。この Marketplace をご利用になる場合は、次の URL にアクセスしてください。

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

• 『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://cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/

• Cisco Press は、ネットワーキング、トレーニング、および資格の認定に関する資料を幅広く発
行しています。これらの文書は、初めてのユーザにも、経験豊かなユーザにも役立ちます。Cisco
Press の既刊書およびその他の情報は、オンラインの Cisco Press を参照してください。URL は
次のとおりです。

http://www.ciscopress.com

• 『Packet』は、シスコが発行する季刊誌で、最新ネットワーク トレンド、最新テクノロジー、お
よび業界の専門家がネットワーク投資を最大限に活用させるのに役立つシスコ製品およびソ

リューション情報が記載されています。ネットワーク構成およびトラブルシューティングに関

するヒント、コンフィギュレーション例、カスタマー ケース スタディ、チュートリアルおよ
びトレーニング、認定情報、およびさまざまな充実したオンライン サービスへのリンクの内容
が含まれます。『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/packet

日本語版『Packet』は、米国版『Packet』と日本版のオリジナル記事で構成されています。日本
語版『Packet』には、次の URLからアクセスしてください。

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/news/packet/

• 『iQ Magazine』は、シスコが発行する隔月誌で、業界の経営幹部向けにインターネット ビジネ
ス戦略に関する最新情報を提供します。『iQ Magazine』には、次の URL からアクセスしてくだ
さい。

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

• 『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/ipj

• 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/go/marketplace/
http://cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/packet
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
http://www.cisco.com/ipj
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/news/packet/
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1

製品概要

この章では、Cisco Aironet 350 および CB20A 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示します。

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.1-4）

• ソフトウェア コンポーネント（P.1-6）

• クライアント アダプタを使用したネットワーク構成（P.1-10）
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クライアント アダプタの概要
Cisco Aironet 350 および CB20A 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、表 1-1 に示す 5 つのクライアント アダプタについて説明します。

（注） 表の始めの方にある 3 種類の製品では、型番の x はカードの Wired Equivalent Privacy（WEP）レベ
ルを表します。0 の場合は WEP 機能がありません。1 の場合は 40 ビット WEP、2 の場合は 128 ビッ
ト WEP に対応しています。表の終わりの方にある 2 種類の製品では、型番に K9 の文字が入って
いる場合、128 ビットの WEP 設定となります。

表 1-1 クライアント アダプタの種類

クライアント 
アダプタ 型番 説明 形状

PC カード 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 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。

PCI カード AIR-PCI35x デスクトップ パーソナル コンピュータなど、未使用の PCI 拡

張スロットを備えたすべてのデバイスに挿入可能な IEEE

802.11b 準拠 2.4GHz 11Mbps クライアント アダプタ カードの

無線モジュール。

mini-PCI カード AIR-MPI350 Type IIIA の内蔵 mini-PCI カード スロットを搭載しているデ

バイス（ラップトップ コンピュータなど）にプリインストー

ルされている IEEE 802.11b 準拠 2.4GHz 11Mbps クライアント

アダプタ カード無線モジュール。

CardBus PC カード AIR-CB20A Type II または Type III の外部 CardBus 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、CardBus インターフェイ

スを持つ IEEE 802.11a 準拠 5GHz 54Mbps クライアント アダ

プタ カードの無線モジュール。ホスト デバイスには、ラッ

プトップ、ノートブックなどがあります。

CISCO AIRONET 340 SERIES
11 Mbps WIRELESS LAN ADAPTER

47
51

9

CISCO AIRONET 340 SERIES
11 Mbps WIRELESS LAN ADAPTER

47
89

3
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9
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0
7
4
7
9
5
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（注） Install Wizard バージョン 1.3 以降およびそのソフトウェア コンポーネントは、Cisco Aironet 340 シ
リーズまたは Windows 98、98 SE、NT、Me ではサポートされていません。

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：5 種類のアダプタすべてを指します。

• PC カード、LM カード、PCI カード、mini-PCI カード、CardBus PC カード：特定のアダプタ
だけを指します。

• 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。
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ハードウェア コンポーネント
クライアント アダプタの主要ハードウェア コンポーネントは、無線、無線アンテナ、および LED

（2 個）の 3 点です。

無線

2.4GHz と 5GHz のクライアント アダプタには、異なる無線が使用されています。

• Cisco Aironet 350 シリーズの PC カード、LM カード、PCI カード、および mini-PCI カードは、
IEEE 802.11b 準拠クライアント 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。 この 100mW の無線では、最大 11Mbps で動作する半二重無線チャネルでデータが送信され
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。

• Cisco Aironet AIR-CB20A CardBus PC カードは、IEEE 802.11a 準拠クライアント アダプタです。
このアダプタは、5GHz の無線周波数スペクトラムの低域側に割り当てられている、ライセン
ス不要の Unlicensed National Information Infrastructure（UNII）1 バンドおよび UNII 2 バンドで動
作する Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM;直行周波数分割多重方式）の無線を
備えています。この 20mW の無線では、最大 54Mbps で動作する半二重無線チャネルでデータ
が送信されます。このカードをアドホック モードで動作させると、他の IEEE 802.11a 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 1200 シリーズのアクセス ポイント（5GHz の無線機を持つもの）、
および他の IEEE 802.11a 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。米国を除き、このカードは室内でだけで使用できます。米国では 52 から 64 チャネルの間
で室外使用が認められています。

無線アンテナ

使用されるアンテナの種類は、クライアント アダプタによって異なります。

• 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、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用すればアンテ
ナを接続できます。

• PCI カードには、カードのアンテナ コネクタに接続する 2dBi のダイポール アンテナが同梱さ
れています。一方、別の種類のアンテナを使用することもできます。PCI カードは、プライマ
リ（または右側）のアンテナ ポートを介してだけ動作可能です。

• mini-PCI カードは 1 つまたは 2 つのアンテナで使用する設計になっており、これらのアンテナ
は、カードの 2 つのアンテナ コネクタに接続します。2 つのアンテナを使用している場合、RF
信号の受信状況が良好な方のアンテナが自動的に選択されます。1 つのアンテナだけを使用し
ている場合、接続されているコネクタに関わらず、そのアンテナが検知および使用されます。
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• CardBus PC カードは一体型の、固定接続された非ダイバーシティ アンテナを備えています。2
つのアンテナ ポートがあり、1 つは送信用、もう 1 つは受信用です。このカードはポート間の
切り替えやサンプリングができません。アンテナは、カードを CardBus 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。

（注） クライアント アダプタのアンテナ モードの設定方法については、表 5-4 および表 5-5 のアンテナ
モード（送信および受信）パラメータを参照してください。

（注） 外部アンテナを特定の出力設定との組み合わせで使用した際に、放射電力レベルが Equivalent
Isotropic Radiated Power（EIRP; 等価等方放射電力）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（またはその両方）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、「R&TTE 指令（1999/5/EC）に関する適合宣言」の項（P.B-4）および「最大電力レベルとア
ンテナ ゲイン」の項（P.C-4）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を示したりエラー メッ

セージを伝えたりする LED を 2 つ備えています。 LED の意味については、第 10章を参照してくだ

さい。

（注） mini-PCI カードに LED はありません。
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ソフトウェア コンポーネント
クライアント アダプタの主要ソフトウェア 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 ユーティリティの 3 点です。 これらのコンポーネントは、Cisco.com で入手でき

る Install Wizard ファイルを 1 つ実行すると同時にインストールされます。このファイルは、Windows

2000 または XP 上で実行可能で、次の種類のクライアント アダプタで使用できます。

• 350 シリーズ PC カード、LM カード、PCI カード、および mini-PCI カード

• CardBus PC カード（CB20A）

（注） Install Wizard バージョン 1.3 以降およびそのソフトウェア コンポーネントは、Cisco Aironet 340 シ
リーズまたは Windows 98、98 SE、NT、Me ではサポートされていません。

第 3 章 では、Install Wizard を使用してこれらのソフトウェア コンポーネントをインストールまた

はアップグレードする手順を説明しています。

（注） Install Wizard がリリースされる前は、各コンポーネントを個別にインストールする必要がありまし
た。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 版』には、Install Wizard を通じて使用できるソフトウェ
アのバージョンが個別に記載されています。Install Wizard を使用しないクライアント アダプタ ソ
フトウェアを使用またはインストールしたり、それらのソフトウェアにアップグレードしたりする

場合は、このマニュアルのバージョン OL-1394-04 で詳細および手順を参照してください。

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ています。それでも、常に最新

バージョンのファームウェアを使用することをお勧めします。クライアント アダプタのファーム

ウェアは、次の 3 通りの方法でアップグレードできます。

• Install Wizard を使用する方法：クライアント アダプタのファームウェアは、Install Wizard ファ
イルに含まれているバージョンに自動的にアップグレードされます。

• ドライバを使用する方法：Install Wizard に含まれているドライバは、クライアント アダプタ
ファームウェアにもバンドルされています。クライアント アダプタを挿入またはコンピュータ
をリブートするたびに、ドライバをバンドルしているファームウェアが現在アダプタにインス

トールされているファームウェアよりも新しい場合、新しい方のファームウェアがロードさ

れ、インストールされます。Install Wizard の Disable Firmware Checking パラメータまたは ACU
の Automatically Load New Firmware When NDIS Driver Is Updated パラメータを使って、ドライ
バでファームウェアをアップグレードするかどうかを指定できます。詳細は、P.3-6またはP.9-12
を参照してください。

• ACU を使用する方法：ACU の Load Firmware アイコンまたは Load New Firmware メニュー オ
プションにより、ファームウェアだけを含んでいるイメージ（*.img）ファイルから、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できます。詳細は、「ファームウェアのアッ
プグレード」の項（P.9-9）を参照してください。
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ドライバ

ドライバは、Winodws オペレーティング システムが動作するコンピュータとクライアント 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 および Windows 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。ドライバは、アダプタを使用する

前にインストールしておく必要があります。

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 Aironet Client Monitor

（ACM）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。

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や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、このマニュアルではそれら機能別に説明して

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。

Windows のシステム トレイのアイコンからアクセスできる ACM は、ACU で使用できる機能の一

部をまとめたものです。具体的には、使用しているクライアント アダプタのステータス情報へのア

クセス、および基本的な作業の実行が可能です。ACM の詳しい使用方法については、第 8 章を参

照してください。

（注） Windows XP が稼動するコンピュータを使用している場合は、ACU の代わりに Windows 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。
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ACU の概要

Aironet Client Utility 画面（図 1-1 を参照）は、ACU で最初に表示される画面です。

図 1-1 Aironet Client Utility 画面

Aironet Client Utility 画面の上部のタイトルバーには、クライアント アダプタで使用されているプロ

ファイルが表示されます。

Aironet Client Utility 画面の下部のステータスバーには、クライアント アダプタの現在の状態が表示

されます。ここに表示される状態は次のとおりです。radio_name はクライアント アダプタの種類、

ap_name はアクセス ポイントに設定された名前です。

• radio_name は ap_name に「アソシエート」

• radio_name は「アソシエートしていません」

• ap_name で「認証が開始」

• radio_name は ap_name に「認証済み」

• ap_name で「認証が失敗」

• radio_name は「AdHoc モード」

• radio_name に新しいファームウェアがロード中

• radio_name の無線が「OFF」

• ワイヤレス LAN アダプタからステータスを読み込むことができません

• radio_name に問題が発生
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（注） ap_name をステータスバーに表示するには、Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降を実行するア
クセス ポイントで、Aironet 拡張機能を有効にする必要があります。

ステータスバーに表示される情報は、毎秒更新されます。

ステータスバーの右側には、現在の時刻が表示されます。 Aironet Client Utility Preferences 画面で秒

を表示するように時計を設定すれば、時間と分の他に秒も表示されるようになります。

（注） 時計に秒まで表示するには、ACU を起動し、Preferences アイコンをクリックするか、Options
ドロップダウン メニューから Preferences を選択し、Display Seconds on Clock チェックボッ
クスをオンにして、OK をクリックします。

ACU 画面のボタン

ACU 画面のボタンは、特定の機能を実行するために使用します。表 1-2 は、一般的なボタンについ

て説明しています。

表 1-2 ACU 画面のボタン

ボタン 説明

Apply 画面を終了しないで変更を保存する。

Cancel 変更を保存しないで画面を終了する。

Defaults 各パラメータのデフォルト値を表示する。

Help 画面とそのパラメータに関する情報を提供する。

OK 変更を保存して画面を終了する。

Start テストを開始する。

Stop 実行中のテストを終了する。
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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。 構成によっては、アクセ

ス ポイントがネットワーク接続を提供する場合や、無線通信の範囲を広げるリピータとして機能す

る場合もあります。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

セスポイントの資料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 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（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
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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 ポイントを介して有線 LAN にアクセスするワークステーションがある

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。アクセス

ポイントへのモバイル ステーションの接続は、そのアクセス 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、ビーコンが失われた場合、自

動的に別のアクセス ポイントが検索され、見つかったアクセス ポイント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.2-6）
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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わせください。

• 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で長時間にわたってデータを送信または操作する場合は、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。

• 標準の 2dBi ダイポール アンテナ（PCI カードのみ）

• 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。

• Windows 2000 または XP が実行されている、次のいずれかのコンピューティング デバイス

－ Type II または Type III PC カード スロットまたは CardBus スロットが搭載されたラップ
トップまたはノートブック コンピュータ

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

－ 内蔵の LM カードが搭載されたハンドヘルドまたはポータブル デバイス

－ 内蔵の mini-PCI カードが搭載されたラップトップまたはその他のコンピューティング デ
バイス

（注） Install Wizard バージョン 1.3 以降およびそのソフトウェア コンポーネントは、Windows
98、98 SE、NT、Me ではサポートされていません。

（注） 解像度 800 x 600 以上のディスプレイの使用をお勧めします。

（注） PC カード スロット用または CardBus スロット用のドライバおよびサポート ソフト
ウェア（Card and Socket Services）をすべてロードし、設定する必要があります。

• 35MB 以上のハードディスクの空きスペース

• プラスのドライバ（PCI カード用）

• WPA をサポートしているソフトウェア（使用する無線ネットワークがホストベース EAP 認証
と WPA を使用している場合）

－ Funk Odyssey Client サプリカント バージョン 2.2（Windows 2000 の場合）

－ Windows XP Service Pack 1 および Microsoft サポート パッチ 815485（Windows XP の場合）

（注） Windows 2000 および XP を使用する場合は、Meetinghouse AEGIS Client サプリカント
バージョン 2.1 以降もサポートされていますが、このクライアント アダプタのソフト
ウェア リリースでは動作確認されていません。

• Microsoft 802.1X サプリカント（無線ネットワークで EAP-TLS、PEAP、または EAP-SIM のい
ずれかの認証を使用している場合）

• 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。 

－ Secure Computing の SofToken バージョン 1.3、2.0 以降、RSA の SecurID バージョン 2.5、ま
たは OTP ベンダのハードウェア トークン

－ お使いのソフトウェア トークンの PIN またはハードウェア トークンのパスワード
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• 無線ネットワークが EAP-SIM 認証を使用している場合、次のものが必要になります。

－ コンピュータの Type II または Type III PC カード スロットに設置された PCSC 準拠のス
マートカード リーダー

－ リーダーに挿入された Gemplus SIM+ スマートカード

－ SIM カードの PIN

（注） Install Wizard ファイルに含まれる EAP-SIM サプリカントがサポートするのは Gemplus
SIM+ カードだけですが、標準の GSM-SIM カードや最新バージョンの EAP-SIM プロト
コルをサポートする最新のサプリカントも使用できます。 新しいサプリカントは、次の
URL の Cisco.com からダウンロードできます。
http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/access-registrar-encrypted

• システム管理者から次の情報を取得します。

－ ワークステーションの論理名（クライアント名）

－ クライアント アダプタにバインドする際に必要なプロトコル

－ 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）

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

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

－ ネットワーク アカウント用のユーザ名とパスワード

－ 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 認証を使用している場
合は、PAC（Protected Access Credentials）ファイル

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/access-registrar-encrypted
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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 E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 デバイスの場合

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減少をもたらす可能性の

ある 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 アダプタのファームウェア、ドライバ、ユーティリティ、およびセキュ

リティ モジュールのインストール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 ソフトウェアのインストールまたはアップグレード（P.3-2）

• インストールの確認（P.3-14）

• クライアント アダプタの設定方法の決定（Windows XP の場合）（P.3-15）

• インストール済みの複数のクライアント アダプタからの選択（P.3-16）
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クライアント アダプタ ソフトウェアのインストールまたはアップグ
レード

この項では、自己解凍型実行ファイル Win-Client-802.11a-b-Ins-Wizard-vxx.exe（xx はバージョン番

号）を使用して、Cisco Aironet クライアント アダプタのファームウェア、ドライバ、ユーティリ

ティ、およびセキュリティ モジュールをインストールまたはアップグレードします。

Windows 2000 または XP を実行するコンピュータでクライアント アダプタ ソフトウェアをインス

トールまたはアップグレードする手順は、次のとおりです。

注意 Install Wizard を使用すると、クライアント アダプタのファームウェアは Install Wizard ファイルに
含まれているバージョンに自動的にアップグレードされます。クライアント アダプタの 2 つの
LED はいずれも、ファームウェアのアップグレードが行われる間、点灯し続けます。ファームウェ
アが更新されている間は、クライアント アダプタを取り出さないでください。

（注） Windows XP には、PC カード、LM カード、または PCI カードを初めて挿入したときに自動的にイ
ンストールされるドライバが付属しています。このドライバを入手可能な最新のバージョンにアッ

プグレードする手順は、次のとおりです。

（注） Install Wizard バージョン 1.3 以降およびそのソフトウェア コンポーネントは、Cisco Aironet 340 シ
リーズまたは Windows 98、98 SE、NT、Me ではサポートされていません。

（注） Install Wizard を使用しないクライアント アダプタ ソフトウェアのインストール、または旧バージョ
ンからの更新を実行する場合は、このマニュアルのバージョン OL-1394-04 でインストール、構成、
および操作の方法を参照してください。

（注） インストール中に問題が発生した場合は、第 10章でインストール エラー メッセージの一覧を参照
してください。

ステップ 1 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

ステップ 2 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。 その場合は、Option #1: Aironet Wireless Software Selector を選択し、画面
の指示に従い、ステップ 6 に進みます。

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml
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ステップ 3 Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters をクリックします。

ステップ 4 Aironet Client Adapter Installation Wizard (For Windows) の下の 802.11a/b (CB20A, 350 Series, 340
Series) をクリックします。

ステップ 5 リリース番号が最新の Install Wizard ファイルをクリックします。

ステップ 6 暗号化許可フォームに入力し、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 7 ダウンロードするファイルをもう一度クリックします。

ステップ 8 コンピュータのハード ドライブにファイルを保存します。

ステップ 9 クライアント アダプタをまだ挿入していない場合は、第 9章の手順に従って挿入します。この手順

は、PC カード、CardBus PC カード、および PCI カードによって違います。

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

ステップ 10 お使いのクライアント アダプタにドライバがインストールされていない場合、Found New Hardware

Wizard 画面が表示されます。 Cancel をクリックします。

ステップ 11 Windows エクスプローラ を使用して Install Wizard 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） ファイルを解凍するには、WinZip Self-Extractor 画面の Browse をクリックして、ファイル
を格納するフォルダを選択し、OK および Unzip をクリックします。ファイルを解凍した
後、OK をクリックして画面を閉じます。

ステップ 12 Windows エクスプローラを閉じます。 Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapter Installation Wizard 画

面が表示されます（図 3-1 を参照）。
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図 3-1 Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapter Installation Wizard 画面

ステップ 13 Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapter Installation Wizard 画面で次のオプションのいずれかを選択

し、Next をクリックします。

（注） ソフトウェア コンポーネント同士の互換性を保つために、高速インストールの実行をお勧
めします。カスタム インストールを実行する場合は、すべてのコンポーネントをインストー
ルすることをお勧めします。

• Express Installation/Upgrade (recommended)：表 3-1 に示されているデフォルトの値を使用して
クライアント アダプタのファームウェア、ドライバ、クライアント ユーティリティ、および
セキュリティ モジュールをサイレントにインストールします。

•  Custom Installation/Upgrade：インストールするソフトウェア コンポーネントを指定し、特定
のパラメータのデフォルト値を変更できます。

ステップ 14 インストール プロセスの最後にコンピュータの再起動を要求するメッセージが表示されたら、OK
をクリックします。

（注） Cancel をクリックすると、インストール プロセスが終了します。

ステップ 15 高速インストールを選択した場合は、ステップ 17 に進みます。 カスタム インストールを選択した

場合は、Custom Installation 画面が表示されます（図 3-2 を参照）。
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図 3-2 Custom Installation 画面

ステップ 16 この画面で設定を選択する手順は次のとおりです。

a. インストールするすべてのソフトウェア コンポーネントの横に、チェック マークが付いてい
ることを確認してください。チェック マークが付いたコンポーネントについて、Install Wizard
はファイル内のバージョンのコンポーネントをインストールします。チェック マークが付いて
いないコンポーネントは、システムにある既存のバージョンがそのまま使われます。

（注） Security Modules オプションの横の + 記号をクリックして、使用できるセキュリティ コ
ンポーネントを表示します。

（注） コンポーネントによっては、他のコンポーネントに依存するものがあります。そのた

め、それらのコンポーネントを選択または選択解除すると、その他のコンポーネントの

設定が変更される場合があります。この場合、依存性の注意が表示されます。

b. 各コンポーネントの横の + 記号をクリックして、追加パラメータを表示します。Value フィー
ルドに各パラメータの現在の設定値が表示されます。

c. パラメータの値を変更する場合は、Value フィールドの現在の値をクリックします。既存の値
を変更するための画面が表示されます。

d. 新しい値を入力または選択して、OK をクリックします。表 3-1 は、各コンポーネントとその
パラメータを示しています。デフォルト値がある場合は、それも示しています。
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表 3-1 ソフトウェア コンポーネントとそのパラメータ

コンポーネントまたは
パラメータ 説明

Firmware Install Wizard ファイル内にあるファームウェア バージョンをインストールします。

デフォルト：オン

Disable Firmware Checking Disable Firmware Checking パラメータは、Install Wizard に含まれているファームウェア

ではなく、ドライバにバンドルされているファームウェアに影響します。このパラメー

タは、いつロードしたドライバであっても、バンドルされているファームウェアをイン

ストールするかどうかを制御します。

（注） ドライバはクライアント アダプタを挿入するかコンピュータをリブートする
たびにロードされます。

オプション： Yes または No

デフォルト： Yes

Disable Firmware 
Checking

説明

Yes ドライバがバンドルされているファームウェアがインストー

ルされないようにして、クライアント アダプタが現在の

ファームウェア バージョンを保持できるようにします。

No 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

ムウェアより新しいファームウェアがバンドルされている場

合、ドライバがそれをインストールします。

（注） Disable Firmware Checking パラメータは、ACU Preferences 画面上の 
Automatically Load New Firmware When NDIS Driver Is Updated パラメータと
機能的に同等です。最後に設定されるパラメータは、ドライバの機能を支配す
るパラメータです。 詳細は、「ドライバが、ファームウェアをアップグレード
しないようにする」の項（P.9-12）を参照してください。

（注） Disable Firmware Checking パラメータは、Install Wizard version 1.1 以降で利用可
能です。
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Drivers Install Wizard ファイル内にあるドライバ バージョンをインストールします。

デフォルト：オン

Set Quiet Mode? アソシエートしているアクセス ポイントがオフに切り替えられたときに、クライアン

トが Queit モードで動作する（パッシブにスキャンまたはリスンする）かどうかを指定

します。Queit モードでは、クライアントはアクセス ポイント送信に直接応答する際の

み、無線周波エネルギーを生成します。アクセス ポイントがオンに戻ると、ビーコン

の送信が開始されます。クライアントは、それを検知して応答できます。

このパラメータは、プロファイルではなくカード別に適用されます。設定内容はカード

ごとに異なることがあります。また、別の ACU セッションになったり、コンピュータ

がリブートされたりしても同じ設定が有効なまま維持されます。

オプション： Yes または No

デフォルト： No

（注） Set Quiet Mode? パラメータは、Install Wizard version 1.3 以降で利用可能です。

（注） Commands ドロップダウン メニューから Turn Quiet Mode On/Off オプションを
選択することにより、ACU で Quiet モードの設定を変更することもできます。

Aironet Client Utility Install Wizard ファイル内にある ACU バージョンをインストールします。

デフォルト：オン

Installation Path ACU ソフトウェアがインストールされるパスを指定します。新規パスを入力して、デ

フォルトのパスを変更することもできます。

デフォルト： C:¥Program Files¥Cisco Systems¥Aironet Client Utility

Program Folder ACU ソフトウェアがインストールされるプログラム フォルダを指定します。新規フォ

ルダ名を入力して、デフォルトのフォルダ名を変更することもできます。

デフォルト： Cisco Systems

Place Icon on Desktop インストール プログラムにより ACU アイコンがコンピュータのデスクトップに追加さ

れ、これによりこのユーティリティにすばやくアクセスできるようになります。

オプション： Yes または No

デフォルト： Yes

Allow Non-Administrator 
Users to Save Settings to the 
Registry

Windows 2000 または XP が動作するコンピュータで、管理者権限を持たないユーザがプ

ロファイルを ACU で修正し、レジストリへ保存できるようになります。

オプション： Yes または No

デフォルト： Yes

表 3-1 ソフトウェア コンポーネントとそのパラメータ（続き）

コンポーネントまたは
パラメータ 説明
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Aironet Client Monitor Install Wizard ファイル内にある ACM バージョンをインストールします。

デフォルト：オン

Installation Path ACM ソフトウェアがインストールされるパスを指定します。新規パスを入力して、デ

フォルトのパスを変更することもできます。

デフォルト： C:¥Program Files¥Cisco Systems¥Aironet Client Monitor

Program Folder ACM ソフトウェアがインストールされるプログラム フォルダを指定します。新規フォ

ルダ名を入力して、デフォルトのフォルダ名を変更することもできます。

デフォルト： Cisco Systems

Auto Start Windows がブートするたびに ACM を自動的に起動するかどうかを指定します。

オプション： Yes または No

デフォルト： Yes

（注） No を選択した場合、後で ACM を起動することができます。この場合、Windows
エクスプローラで ACM ソフトウェアがインストールされているパスを見つけ、
ACUMon.exe をダブルクリックします。

Start After Install ACM のインストール後に ACM を自動的に起動するかどうかを指定します。

オプション：Yes または No

デフォルト：Yes

（注） No を選択した場合、後で ACM を起動することができます。この場合、Windows
エクスプローラで ACM ソフトウェアがインストールされているパスを見つけ、
ACUMon.exe をダブルクリックします。

表 3-1 ソフトウェア コンポーネントとそのパラメータ（続き）

コンポーネントまたは
パラメータ 説明
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Program Feature Overrides 有効にする ACM コンポーネントを指定します。このときにコンポーネントを選択せず

に、後で使用する必要が生じた場合は、このインストール プログラムをもう一度実行

し、使用するコンポーネントを有効にします。

コンポーネント：次の表を参照

コンポーネント別のオプション：Enable または Disable

コンポーネント別のデフォルト：Enable

コンポーネント 説明

About Box (Help) ACM のバージョン番号を表示し、オンライン ヘルプにアクセ

スできるようにします。

Exit Program すべてのクライアント アダプタで ACM を終了します。

Launch Aironet Client 

Utility

ACU がインストールされている場合、起動します。

Troubleshooting トラブルシューティング ユーティリティを起動します。この

ユーティリティを使用して、クライアント アダプタでの設定

およびアソシエーションの問題を特定し、解決できます。

Preferences ACM の実行条件を指定し、ACM ポップアップ メニューに表

示されるオプションを選択できます。

Turn Radio On/Off クライアント アダプタの無線のオン /オフを切り替えます。

Reauthenticate クライアント アダプタに対して、現在のプロファイルのユー

ザ名とパスワードと使用して再認証を試みるように強制しま

す。

Select Profile クライアント アダプタで有効なプロファイルを選択できま

す。

Auto Profile Selection ACU で自動プロファイル選択への追加に設定されたプロファ

イルのリストから、クライアント アダプタのドライバが自動

的にプロファイルを選択します。

Other Configuration 

Application

ACU 以外のアプリケーションでクライアント アダプタを設定

できるようにします。

Show Connection Status クライアント アダプタの現在の状況に関する情報を表示しま

す。

Menu Options (Defaults) ACM ポップアップ メニューに表示されるオプションを指定します。

メニュー オプション：About Box（Help）、Exit Program、Launch Aironet Client Utility、

Troubleshooting、Turn Radio On/Off、Reauthenticate、Select Profile、

Show Connection Status

メニュー オプション別のオプション：Show または Hide

メニュー オプション別のデフォルト：Show

表 3-1 ソフトウェア コンポーネントとそのパラメータ（続き）

コンポーネントまたは
パラメータ 説明
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セキュリティ モジュール

LEAP Install Wizard ファイル内にある LEAP サプリカントをインストールします。LEAP サプ

リカントをインストールすると、LEAP 認証を使用するプロファイルを ACU で作成で

きます。このオプションを現在選択せずに、後で LEAP を使用するプロファイルを生成

する場合は、インストール プログラムを再び実行し、このオプションを選択する必要

があります。

デフォルト：オン

（注） LEAP の有効化については、第 5章を参照してください。

（注） Windows XP デバイスで LEAP を選択すると、Windows XP の高速ユーザ切り替
え機能は無効になります。

Allow Saved LEAP 
User Name and 
Password

一時的でなく、保存されているユーザ名とパスワードを使用して LEAP 認証を行うプロ

ファイルを ACU で作成できます。このようなプロファイルを使用する場合は、保存さ

れたユーザ名とパスワードを使用して LEAP 認証プロセスが開始されるので、ユーザ名

とパスワードの入力は求められません。

オプション： Yes または No

デフォルト： Yes

EAP-SIM Install Wizard ファイル内にある EAP-SIM サプリカントをインストールします。EAP-SIM

サプリカントをインストールすると、クライアントで EAP-SIM 認証がサポートされま

す。このオプションを現在選択せずに、後から EAP-SIM を使用する必要が生じたとき

は、このインストール プログラムを再び実行し、このオプションを選択する必要があ

ります。

デフォルト：オフ

（注） EAP-SIM の有効化については、第 5章を参照してください。

（注） EAP-SIM 認証を有効にするには、Microsoft 802.1X サプリカントをインストール
した Windows 2000 または Windows XP をコンピュータで実行している必要があ
ります。

（注） Cisco.com から新しい EAP-SIM サプリカントをインストールした場合は、
EAP-SIM オプションがオフであることを確認してください。そうでないと、
Install Wizard ファイル中に含まれる EAP-SIM サプリカントによって、新しいサ
プリカントの設定が上書きされます。

表 3-1 ソフトウェア コンポーネントとそのパラメータ（続き）

コンポーネントまたは
パラメータ 説明
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PEAP Install Wizard ファイル内にある PEAP サプリカントをインストールします。PEAP サプ

リカントをインストールすると、クライアントで PEAP 認証がサポートされます。この

オプションを現在選択せずに、後から PEAP を使用する必要が生じたときは、このイン

ストール プログラムを再び実行し、このオプションを選択する必要があります。

デフォルト：オフ

（注） PEAP の有効化については、第 5章を参照してください。

（注） シスコの PEAP 認証を有効にするには、Microsoft 802.1X サプリカントをインス
トールした Windows 2000 または Windows XP をコンピュータで実行している必
要があります。

（注） Windows XP の Service Pack 1 と Windows 2000 の Microsoft 802.1X サプリカント
には、Microsoft の PEAP サプリカントが収められています。これは Windows の
ユーザ名とパスワードだけをサポートし、シスコの PEAP サプリカントと相互
運用性がありません。シスコの PEAP サプリカントを使用するには、Windows
XP の Service Pack 1 または Windows 2000 の Microsoft 802.1X サプリカントの後
に Install Wizard をインストールします。この順序でインストールしない場合、
シスコの PEAP サプリカントは Microsoft の PEAP サプリカントで上書きされま
す。

EAP-FAST Install Wizard ファイル内にある EAP-FAST サプリカントをインストールします。

EAP-FAST サプリカントをインストールすると、EAP-FAST 認証を使用するプロファイ

ルを ACU で作成できます。このオプションを現在選択せずに、後で EAP-FAST を使用

するプロファイルを生成する場合は、インストール プログラムを再び実行し、このオ

プションを選択する必要があります。

デフォルト：オン

（注） EAP-FAST サプリカントがインストールされ、Windows 2000 または XP が動作
しているコンピュータでのみ有効になります。

（注） EAP-FAST の有効化については、第 5章を参照してください。

（注） Windows XP で使用されるデバイスで EAP-FAST を選択すると、Windows XP の
高速ユーザ切り替え機能は無効になります。

表 3-1 ソフトウェア コンポーネントとそのパラメータ（続き）

コンポーネントまたは
パラメータ 説明
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e. 選択を終了したら、Next をクリックします。

ステップ 17 インストール プロセスが開始し、各コンポーネントがインストールされると通知のメッセージが表

示されます。次のいずれかを実行します。

• 今すぐにリブートするかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、Yes をクリックします。

（注） クライアント アダプタ ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認する
には、Yes をクリックしてコンピュータをすぐにリブートしてください。

• システムの再起動の開始を伝えるメッセージが表示されたら、OK をクリックしてコンピュー
タをリブートできるようにします。

• 次のメッセージが表示されたら、OK をクリックして、コンピュータをリブートします。「The
installation will complete and applications will be installed when a wireless LAN client adapter is
inserted.If an adapter is already inserted, remove and reinsert the adapter or reboot the machine.」

Found New Hardware 画面が表示されます。コンピュータのオペレーティング システムによって
は、Next をクリックする必要がある場合があります。ドライバとその他のソフトウェア コン
ポーネントがインストールされます。インストール時にデフォルト値を変更していなければ、

Windows のシステム トレイに、ACM アイコンが表示されます。次のいずれかを実行します。

Allow Saved 
EAP-FAST User Name 
and Password

一時的なユーザ名とパスワードでなく、保存されているユーザ名とパスワードを使用し

て EAP-FAST 認証を行うプロファイルを ACU で作成できます。このようなプロファイ

ルを使用する場合は、保存されているユーザ名とパスワードを使用して EAP-FAST 認証

プロセスが開始されるので、ユーザ名とパスワードの入力は求められません。

オプション： Yes または No

デフォルト： Yes

（注） このパラメータは、Windows 2000 または XP が動作するコンピュータにインス
トールされたクライアント アダプタに対してのみ適用されます。

Allow 
Auto-Provisioning?

必要に応じて PAC（Protected Access Credentials）ファイルが自動的に取得されるように

します（たとえば、PAC の期限が切れた場合、クライアント アダプタが異なるサーバ

にアクセスする場合、前にプロビジョニングされた PAC と EAP-FAST ユーザ名が一致

しない場合など）。

オプション： Yes または No

デフォルト： Yes

（注） このパラメータは、Windows 2000 または XP が動作するコンピュータにインス
トールされたクライアント アダプタに対してのみ適用されます。

（注） 自動プロビジョニングの有効化については、第 5章を参照してください。

表 3-1 ソフトウェア コンポーネントとそのパラメータ（続き）

コンポーネントまたは
パラメータ 説明
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－ 今すぐにリブートするかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、Yes をクリックしま
す。

（注） クライアント アダプタ ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認
するには、Yes をクリックしてコンピュータをすぐにリブートしてください。

－ システムの再起動の開始を伝えるメッセージが表示されたら、OK をクリックしてコン

ピュータをリブートできるようにします。

ステップ 18 2 番目のクライアント アダプタをインストールする場合は、コンピュータが完全にリブートされた

後に、コンピュータに 2 つ目のアダプタを挿入します。コンピュータのオペレーティング システム

によっては、次のシナリオのいずれかが発生します。

• Found New Hardware Wizard 画面が表示されます。コンピュータのオペレーティング システム
によっては、Next をクリックする必要がある場合があります。 ドライバとその他のソフトウェ
ア コンポーネントがインストールされ、Windows システム トレイにもう一つの ACM アイコン
が表示されます。コンピュータのリブートについてのメッセージが表示されたら、Yes または
OK をクリックします。

（注） クライアント アダプタ ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認する
ために、コンピュータをすぐにリブートすることをお勧めします。

• ドライバとその他のソフトウェア コンポーネントがインストールされ、Windows システム ト
レイにもう一つの ACM アイコンが表示されます。コンピュータのリブートについてのメッ
セージが表示されたら、Yes または OK をクリックします。

（注） クライアント アダプタ ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認する
ために、コンピュータをすぐにリブートすることをお勧めします。

ステップ 19 ネットワーク設定に DHCP サーバが含まれておらず、TCP/IP を使用する予定の場合は、次の手順

に従ってオペレーティング システムを操作します。複数のクライアント アダプタをインストール

している場合、この手順を各アダプタに対して実行します。

• Windows 2000：My Computer、Control Panel、Network and Dial-up Connections の順にダブル
クリックします。Local Area Connection x を右クリックします（x は接続の番号を表します）。
Properties、Internet Protocol (TCP/IP)、Properties の順にクリックします。Use the following IP
address をクリックし、コンピュータの IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト
ゲートウェイ アドレスを入力します。これらの情報は、システム管理者に問い合わせてくださ
い。OK をクリックします。Local Area Connection Properties ウィンドウで、OK をクリックし
ます。

• Windows XP：Wireless Network Connection を右クリックし、 Properties をクリックします。
Internet Protocol (TCP/IP)、Properties の順にクリックします。Use the following IP address を
クリックし、コンピュータの IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェ
イ アドレスを入力します。これらの情報は、システム管理者に問い合わせてください。OK を
クリックします。

ステップ 20 コンピュータを再起動するよう求めるプロンプトが表示されたら、Yes をクリックします。
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ステップ 21「インストールの確認」の項（P.3-14）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。

インストールが成功したことを確認した後、クライアント アダプタのプロファイルを作成する場合

は、第 4章に進んでください。

インストールの確認

クライアント アダプタ ソフトウェアが正しくインストールされ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） インストールに失敗した場合、あるいは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 10章のインストール エラー メッセージの一覧およびトラブルシューティング情報を参照
してください。

クライアント アダプタが正しくインストールされたら、Windows XP を実行したり、複数のクライ

アント アダプタをインストールしたりしていなければ、第 4章に進むことができます。

• Windows XP を実行している場合は、次の「クライアント アダプタの設定方法の決定（Windows
XP の場合）」に進みます。

• 複数のクライアント アダプタをインストールしてある場合は、「インストール済みの複数のク
ライアント アダプタからの選択」の項（P.3-16）に進みます。
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クライアント アダプタの設定方法の決定（Windows XP の場合）
Windows XP 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オペレーティング

システムです。したがって、コンピュータで Windows XP を実行している場合、クライアント アダ

プタを Windows XP と ACU のどちらを使用して設定するかを決定する必要があります。 表 3-2で、

Windows XP 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 XP ではなく ACU で設定する場合は、次の手順に従います。

a. My Computer、Control Panel、および Network Connections をダブルクリックします。

b. Wireless Network Connection を右クリックし、Properties をクリックします。

c. Wireless Networks タブを選択し、Use Windows to configure my wireless network settings
チェックボックスをオフにします。

d. ACU を使用してクライアント アダプタを設定する場合は、第 4 章および第 5 章の手順に
従ってください。

• ACU ではなく Windows XP でクライアント アダプタを設定する予定の場合は、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 XP で設定する予定であるが、ACU の診断ツールを使用し
たいという場合は、付録 Dを参照して Windows XP でアダプタを設定した後、第 7章の手順に
従って ACU の診断ツールを使用します。

表 3-2 Windows XP と ACU のクライアント アダプタ関連機能の比較

機能 Windows XP ACU

設定パラメータ 限定的 豊富

操作機能

プロファイルの作成 なし あり

無線ファームウェアのアップグレード なし あり

カードをリブート / 取り出しせずにクライアント ア
ダプタを再起動

なし あり

無線のオン /オフ なし あり

セキュリティ

静的な WEP あり あり

動的な WEP による LEAP 認証 なし あり

動的 WPA での EAP-FAST 認証 なし あり

動的 WEP によるホストベース EAP 認証 あり あり

診断

ステータス画面 限定的 豊富

統計画面（送受信） なし あり

サイト調査ツール なし あり

RF リンク テスト ツール なし あり

リンク ステータス メーター（グラフィック表示） なし あり
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インストール済みの複数のクライアント アダプタからの選択
複数のクライアント アダプタがコンピュータにインストールされている場合、次の手順に従って、

ACU でプロファイルを設定するクライアント アダプタを指定してください。

ステップ 1 デスクトップで Aironet Client Utility (ACU) アイコンをダブルクリックするか、My Computer >

Control Panel > Aironet Client Utility の順にクリックして ACU を開きます。 Select A Wireless LAN

Adapter Card 画面が表示されます（図 3-3 を参照）。

（注） Select A Wireless LAN Adapter Card 画面は、ACU を起動したときに、複数のカードがコン
ピュータに挿入されている場合、またはカードは挿入されていないが複数のカードがイン

ストールされている場合に ACU を起動すると表示されます。

図 3-3 Select A Wireless LAN Adapter Card 画面

ステップ 2 利用可能なカードのリストから、設定するカードを選択し、OK をクリックします。

ステップ 3 第 4章に進んで、このカードのプロファイルを作成してください。
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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.4-4）

• 自動プロファイル選択へのプロファイルの追加（P.4-5）

• アクティブ プロファイルの選択（P.4-8）

• プロファイルの修正（P.4-10）

• プロファイルのインポートとエクスポート（P.4-12）

• 管理者権限を持たないユーザのアクセス許可または拒否（P.4-14）
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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ことで、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（保存済みの設定）を作成し、管理できます。これらのプロファイルを使用すると、

異なる設定情報が必要なさまざまな場所でクライアント アダプタを使用できます。たとえば、クラ

イアント アダプタを会社、自宅、および空港などの公共エリアで使用す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、クライアント アダプタ ドライバのために予約されたレジストリの一部として保

存されるので、無線タイプと関連付けられています。この結果、340 シリーズの PC カード用のプ

ロファイルを設定し、後から 350 シリーズの PC カードにアップグレードすると、プロファイルは

すべて失われます。また、クライアント アダプタのソフトウェア コンポーネントをアンインストー

ルすると、同様にすべてのプロファイルが失われます。プロファイルの消失を防ぐため、プロファ

イル マネージャのインポートおよびエクスポート機能を使用してプロファイルをバックアップす

ることをお勧めします。詳細は、「プロファイルのインポートとエクスポート」の項（P.4-12）を参

照してください。

プロファイル マネージャの開始
ACU のプロファイル マネージャを開始するには、デスクトップで Aironet Client Utility (ACU) アイ
コンをダブルクリックするか、My Computer > Control Panel > Aironet Client Utility の順にクリッ

クして ACU を開きます。次に Profile Manager アイコンをクリックするか、Commands ドロップダ

ウン メニューから Profile Manager を選択します。Profile Manager 画面が表示されます（図 4-1 を

参照）。

図 4-1 Profile Manager 画面
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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（この後の説明を参照）

• 自動プロファイル選択へのプロファイルの追加（P.4-5 を参照）

• アクティブ プロファイルの選択（P.4-8 を参照）

• プロファイルの編集（P.4-10 を参照）

• プロファイルのデフォルト値への設定（P.4-10 を参照）

• プロファイルの名称変更（P.4-10 を参照）

• プロファイルの削除（P.4-11 を参照）

• プロファイルのインポート（P.4-12 を参照）

• プロファイルのエクスポート（P.4-12 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。

（注） システム管理者が管理ツールを使用して特定のパラメータを無効にしている場合、これらのパラ

メータは Profile Manager 画面で無効になっているので、選択できません。



第 4 章      プロファイル マネージャの使用方法
プロファイルの新規作成

4-4
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

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 Profile Manager 画面の Add をクリックします。Profile Management 編集ボックスにカーソルが表示

されます。

ステップ 2 新たなプロファイルの名前を入力します（Office、Home など）。

ステップ 3 Enter キーを押します。新たなプロファイル名が括弧内に示された Properties 画面が表示されます。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

• このプロファイルにデフォルト値を使用する場合は、OK をクリックします。作成したプロファ
イルが、Profile Manager 画面のプロファイルのリストに追加されます。

• 設定パラメータの設定を変更する場合は、第 5章の手順に従ってください。作成したプロファ
イルが、Profile Manager 画面のプロファイルのリストに追加されます。

ステップ 5 OK または Apply をクリックしてプロファイルを保存します。

（注） CardBus PC カードのプロファイルは、カードを挿入したスロットに関連付けられます。し
たがって、CardBus PC カードを常に同じスロットに挿入するか、両方のスロットでプロファ
イルを作成するか、一方のスロットからプロファイルをエクスポートして他方のスロット

にインポートします。
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自動プロファイル選択へのプロファイルの追加

クライアント アダプタにプロファイルを作成した後、プロファイル マネージャの自動プロファイ

ル選択機能にそれらのプロファイルを追加できます。自動プロファイル選択が有効になっている場

合、クライアント アダプタは自動プロファイル選択に入っているプロファイルのリストから自動的

にプロファイルを選択し、それを使用してネットワークとの接続を設定します。

作成したプロファイルを自動プロファイル選択に追加し、プロファイルが選択される順序を設定す

る手順は次のとおりです。

ステップ 1 ACU を開き、Select Profile アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューから

Select Profile を選択します。Select Profile 画面が表示されます（図 4-2 を参照）。

図 4-2 Select Profile 画面
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ステップ 2 Use Auto Profile Selection オプションの隣の Manage ボタンをクリックします。Auto Profile Selection

Management 画面が表示されます（図 4-3 を参照）。

図 4-3 Auto Profile Selection Management 画面

ステップ 3 作成したすべてのプロファイルは、Available Profiles ボックスに表示されます。自動プロファイル

選択に追加するプロファイルをそれぞれハイライトし、Add ボタンをクリックします。プロファイ

ルは Auto Selected Profiles ボックスに移動します。

自動プロファイル選択には、次の規則が適用されます。

• Auto Selected Profiles ボックスには、少なくとも 2 つのファイルが入っていなければなりません。

• プロファイルは SSID を指定している必要があります。SSID を指定していない場合、Available
Profiles ボックスでプロファイルを選択できません。

• プロファイルは複数の SSID を指定できません。複数の SSID を指定していると、Available
Profiles ボックスでプロファイルを選択できません。

• 自動プロファイル選択に表示されるプロファイルは、それぞれ固有の SSID を持っていなけれ
ばなりません。 たとえば、Profile A と Profile B の SSID がいずれも「ABCD」である場合、自動
プロファイル選択に追加できるのは Profile A と Profile B のどちらかだけです。

（注） 自動プロファイル選択からプロファイルを削除するには、Auto Selected Profiles ボックスで
そのプロファイルをハイライトし、Remove ボタンをクリックします。プロファイルは
Available Profiles ボックスに移動します。
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ステップ 4 Auto Selected Profiles ボックスの先頭のプロファイルが最も優先順位が高く、最後のプロファイルの

優先順位が最も低くなります。自動選択プロファイルの順序（および優先順位）を変更する場合は、

移動するプロファイルをハイライトし、High Priority 矢印または Low Priority 矢印をクリックして

プロファイルを上または下に移動します。 

自動プロファイル選択が有効になっていると、クライアント アダプタは使用可能なネットワークを

スキャンします。優先順位が最も高く、見つかったネットワークと同じ SSID を持つプロファイル

が、ネットワークとの接続に使用されます。接続が失敗した場合、クライアント アダプタは、ネッ

トワークと一致する SSID を持ち、優先順位が次に高いプロファイルを使って接続を試みます。接

続が成功するまでこれが繰り返されます。

ステップ 5 OK をクリックして、変更を保存します。
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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、PEAP、および EAP-SIM 認証は、オペレーティング システムでは有効、ACU では無効
になっているので、ACU でプロファイルを切り替えることによってこれらの認証タイプを切り替
えることはできません。ACU でホストベース EAP を使用するプロファイルを作成できますが、
Windows で特定の認証タイプを有効にする必要があります（Windows で Microsoft 802.1X サプリカ
ントが使用されている場合）。また、Windows で一度に設定できるのは、1 つの認証タイプだけで
す。ACU でホストベース EAP を使用するプロファイルが複数ある場合に別の認証タイプを使用す
るには、ACU でプロファイルを切り替えた後、Windows で認証タイプを変更する必要があります。

（注） ACU のプロファイル マネージャではなく ACM を使用してアクティブなプロファイルを選択でき
ます。手順については、第 8章を参照してください。

ステップ 1 ACU を開き、Select Profile アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューから

Select Profile を選択します。Select Profile 画面が表示されます（図 4-2 を参照）。

ステップ 2 次のいずれかを選択します。

• Use Selected Profile：このオプションを選択すると、クライアント アダプタについて 1 つのプ
ロファイルだけを使用できます。このオプションを選択した場合は、ドロップダウン ボックス
から必要なプロファイルを選択する必要があります。

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か、

Use Auto Profile Selection を選択する必要があります。

（注） クライアント アダプタにプロファイルが設定されていない場合、Use Selected Profile ド
ロップダウン ボックスは無効になり、"Driver Advanced Tab Settings" と表示されます。

• Use Auto Profile Selection：このオプションを選択すると、自動プロファイル選択の対象となる
ように設定されているプロファイル リストから、クライアント アダプタのドライバにより、プ
ロファイルが自動的に選択されます。

クライアント アダプタのアソシエーションが失われている時間が 10 秒間（または、LEAP が
有効な場合は LEAP Settings 画面、EAP-FAST が有効な場合は EAP-FAST Settings 画面の認証タ
イムアウト値で指定された時間）を超えると、プロファイルは、自動プロファイル選択の対象

となっている別のプロファイルに自動的に切り替わります。アダプタは、アクセス ポイントに
アソシエートされている間、または 10 秒以内（または認証タイムアウト値で指定された時間
内）に再アソシエートした場合は、プロファイルを切り替えません。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、Use Selected Profile オプションを使
用して新しいプロファイルを選択する必要があります。
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（注） このオプションが使用できるのは、自動プロファイル選択に複数のプロファイルが含ま

れている場合だけです。

（注） 自動プロファイル選択を LEAP または EAP-FAST で使用する場合は、ログイン スクリ
プトは信頼性に欠けます。コンピュータにログインする前またはログイン時に認証を実

行し、ネットワーク接続を正常に確立すると、ログイン スクリプトが実行されます。し
かし、コンピュータにログインした後に認証を実行し、ネットワーク接続を正常に確立

した場合は、ログイン スクリプトが実行されません。

• Use Another Application To Configure My Wireless Settings：このオプションは、ACU 以外のア
プリケーションを使用してクライアント アダプタを設定できるようにします。このようなアプ
リケーションの例として、Windows XP および Boingo があります。

（注） Windows XP でカードを設定して、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 XP 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。

ステップ 3 OK または Apply をクリックして選択を保存します。クライアント アダプタは、ここで選択したオ

プションに従ってプロファイルの使用を開始します。
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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、デ

フォルト値への設定、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 ACU を開き、Profile Manager アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューか

ら Profile Manager を選択します。 Profile Manager 画面が表示されます（図 4-1 を参照）。

ステップ 2 Profile Management ドロップダウン ボックスで、編集するプロファイルを選択します。

ステップ 3 Edit をクリックします。プロファイルの名前が括弧内に示された Properties 画面が表示されます。

ステップ 4 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 5 OK または Apply をクリックして設定の変更を保存します。

プロファイルのデフォルト値への設定

ステップ 1 ACU を開き、Profile Manager アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューか

ら Profile Manager を選択します。 Profile Manager 画面が表示されます（図 4-1 を参照）。

ステップ 2 Profile Management ドロップダウン ボックスで、デフォルト値に設定するプロファイルを選択しま

す。

ステップ 3 Use Defaults をクリックします。

ステップ 4 プロンプトが表示されたら、Yes をクリックして確認します。

ステップ 5 OK または Apply をクリックして変更を保存します。デフォルト値に設定されたプロファイルが保

存されます。

プロファイルの名称変更

ステップ 1 ACU を開き、Profile Manager アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューか

ら Profile Manager を選択します。 Profile Manager 画面が表示されます（図 4-1 を参照）。

ステップ 2 Profile Management ドロップダウン ボックスで、名称変更するプロファイルを選択します。

ステップ 3 Rename をクリックします。Profile Management 編集ボックスが有効になります。

ステップ 4 プロファイルの新しい名前を入力します。
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ステップ 5 OK または Apply をクリックして変更を保存します。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。

プロファイルの削除

ステップ 1 ACU を開き、Profile Manager アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューか

ら Profile Manager を選択します。 Profile Manager 画面が表示されます（図 4-1 を参照）。

ステップ 2 Profile Management ドロップダウン ボックスで、削除するプロファイルを選択します。 

ステップ 3 Delete をクリックします。

ステップ 4 プロンプトが表示されたら、Yes をクリックして確認します。

ステップ 5 OK または Apply をクリックして変更を保存します。プロファイルが削除されます。
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プロファイルのインポートとエクスポート

この項では、プロファイルをインポートおよびエクスポートする手順について説明します。イン

ポートおよびエクスポート機能は、次のような場合に必要になります。

• クライアント アダプタのタイプを変更する前に、またはクライアント アダプタ ソフトウェア
のコンポーネントをアンインストールする前にプロファイルをバックアップする。

• ある CardBus スロットの CardBus PC カードのプロファイルをエクスポートし、他の CardBus ス
ロットで使用できるようにインポートする。

• 別のコンピュータのプロファイルを自分のコンピュータに設定する。

• 自分のプロファイルをエクスポートして別のコンピュータに設定する。

次に示す各項の手順に従って、プロファイルをインポートまたはエクスポートします。

プロファイルのインポート

ステップ 1 インポートするプロファイルがフロッピー ディスクに保存されている場合は、そのディスクをコン

ピュータのフロッピー ディスク ドライブに挿入します。

ステップ 2 ACU を開き、Profile Manager アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューか

ら Profile Manager を選択します。 Profile Manager 画面が表示されます（図 4-1 を参照）。

ステップ 3 Import をクリックします。Import Profile 画面が表示されます。

ステップ 4 プロファイルがあるディレクトリを検索します。

ステップ 5 プロファイルをクリックすると、Import Profile 画面下部の File name ボックスにそのプロファイル

が表示されます。

ステップ 6 Open をクリックします。インポートしたプロファイルが、Profile Manager 画面のプロファイルのリ

ストに追加されます。

プロファイルのエクスポート

ステップ 1 プロファイルをフロッピー ディスクにエクスポートする場合は、空のフロッピー ディスクをコン

ピュータのフロッピー ディスク ドライブに挿入します。

ステップ 2 ACU を開き、Profile Manager アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューか

ら Profile Manager を選択します。 Profile Manager 画面が表示されます（図 4-1 を参照）。

ステップ 3 Profile Management ドロップダウン ボックスで、エクスポートするプロファイルを選択します。

ステップ 4 Export をクリックします。Save Profile As 画面が表示されます。デフォルトのファイル名は、

ProfileName.pro です（ProfileName は、選択したプロファイルの名前で、デフォルトのディレクトリ

は ACU がインストールされているディレクトリです）。

ステップ 5 プロファイル名を変更する場合は、File name 編集ボックスに新たな名前を入力します。



第 4 章      プロファイル マネージャの使用方法
プロファイルのインポートとエクスポート

4-13
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

ステップ 6 コンピュータのフロッピー ディスク ドライブやネットワーク上の場所など、別のディレクトリを

Save in ドロップダウン ボックスで選択します。

ステップ 7 Save をクリックします。プロファイルが指定の場所にエクスポートされます。

ステップ 8 「プロファイルのインポート」の項の手順に従って、このプロファイルを別のコンピュータにイン
ポートします。
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管理者権限を持たないユーザのアクセス許可または拒否

Install Wizard を使用してカスタム インストールを実行した場合は、Allow Non-Administrator Users to

Save Settings to the Registry パラメータの値を指定できました。 このパラメータを Yes に設定すると、

Windows 2000 または XP が実行されているコンピュータで、管理者権限を持たないユーザがプロ

ファイルを ACU で修正し、レジストリに保存できるようになります。このパラメータを No に設定

すると、管理者権限を持たないユーザのアクセスは拒否されます。

（注） Install Wizard バージョン 1.3 以降およびそのソフトウェア コンポーネントは、Windows 98、
98 SE、NT、Me ではサポートされていません。

ACU にはこれに似たパラメータがあり、管理者権限を持っている場合は、このパラメータを使用

して、インストール時に行った選択を変更できます。このパラメータの現在の設定を変更する場合

は、次の手順に従います。

ステップ 1 ACU を開きます。

ステップ 2 Preferences アイコンをクリックするか、Options ドロップダウン メニューから Preferences を選択

します。 Aironet Client Utility Preferences 画面が表示されます（図 4-4 を参照）。

図 4-4 Aironet Client Utility Preferences 画面
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ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• 通常クラスのユーザによるプロファイルの修正と保存を許可する場合は、

Allow Non-Administrator Users to Save Profiles to the Registry チェックボックスをオンにしま
す。

• 通常クラスのユーザによるプロファイルの修正と保存を禁止する場合は、

Allow Non-Administrator Users to Save Profiles to the Registry チェックボックスをオフにしま
す。

ステップ 4 OK をクリックして、変更を保存します。
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5

クライアント アダプタの設定

この章では、特定プロファイルの設定パラメータを設定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。

• 概要（P.5-2）

• システム パラメータの設定（P.5-3）

• RF ネットワーク パラメータの設定（P.5-6）

• 拡張インフラストラクチャ パラメータの設定（P.5-11）

• 拡張アドホック パラメータの設定（P.5-14）

• ネットワーク セキュリティ パラメータの設定（P.5-17）

• Wi-Fi Multimedia の有効化（P.5-58）
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概要

Profile Manager 画面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、括弧

で囲まれたユーザ プロファイル名を持つ Properties 画面が表示されます。これらの画面で、そのプ

ロファイルの設定パラメータを設定できます。

（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。

（注） 複数の Properties 画面でパラメータを設定する場合は、すべての画面の設定を終了してから OK を
クリックします。OK をクリックすると、Profile Manager 画面に戻ります。

次に示す各 Properties 画面には、クライアント アダプタの特定の機能に影響を与えるパラメータが

表示されます。

• System Parameters：クライアント アダプタを無線ネットワークで使用できるように準備しま
す。

• RF Network：クライアント アダプタのデータの送受信方法を制御します。

• Advanced (Infrastructure)：インフラストラクチャ ネットワーク内でのクライアント アダプタ
の動作を制御します。

• Advanced (Ad Hoc)：アドホック（ピアツーピア）ネットワーク内でのクライアント アダプタ
の動作を制御します。

• Network Security：クライアント アダプタのアクセス ポイントとのアソシエート方法、無線
ネットワークでの認証方法、データの暗号化および復号化方法を制御します。

表 5-1 を使用すると、各 Properties 画面のパラメータを設定する手順をすばやく見つけることがで

きます。

表 5-1 設定手順の参照先

パラメータ カテゴリ ページ番号

システム P.5-3

RF ネットワーク P.5-6

拡張インフラストラクチャ P.5-11

拡張アドホック P.5-14

ネットワーク セキュリティ P.5-17
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システム パラメータの設定
System Parameters 画面（図 5-1 を参照）を使用すると、クライアント アダプタを無線ネットワーク

で使用できるようにするパラメータを設定できます。この画面は、プロファイルを新規作成して保

存するか、Profile Manager 画面で Edit をクリックすると表示されます。

図 5-1 System Parameters 画面

表 5-2 は、クライアント アダプタのシステム パラメータを示しています。パラメータを変更する場

合は、表の指示に従ってください。
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表 5-2 システム パラメータ  

パラメータ 説明

Client Name ワークステーションの論理名。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 ASCII 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。

SSID1 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 ASCII 文字まで入力可能（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。そうでない場合
は、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。

SSID2 2 つ目の別のネットワークを識別し、クライアント アダプタを再設定しなくても、そのネッ

トワークにローミングできるようにするオプションの SSID。

値の範囲： 32 ASCII 文字まで入力可能（大文字 /小文字の区別あり）

デフォルト：空白

（注） プロファイルが複数の SSID を指定している場合、このプロファイルを自動プロファ
イル選択に追加することはできません。

（注） このフィールドは、自動プロファイル選択に含まれているプロファイルの場合は使用
できません。

SSID3 3 つ目の別のネットワークを識別し、クライアント アダプタを再設定しなくても、そのネッ

トワークにローミングできるようにするオプションの SSID。

値の範囲： 32 ASCII 文字まで入力可能（大文字 /小文字の区別あり）

デフォルト：空白

（注） プロファイルが複数の SSID を指定している場合、このプロファイルを自動プロファ
イル選択に追加することはできません。

（注） このフィールドは、自動プロファイル選択に含まれているプロファイルの場合は使用
できません。
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次の項で追加パラメータを設定するか、OK をクリックして Profile Manager 画面に戻ります。Profile

Manager 画面で OK または Apply をクリックして変更を保存します。

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、Max PSP、Fast PSP

デフォルト：CAM（Constantly Awake 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。

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。

（注） Max PSP モードを設定し、ACU を閉じると、次に ACU を
起動したときに、「Maximum Power Save Mode will be
temporarily disabled while you are running this application」と
いうメッセージが表示されます。ACU 起動中は、Fast PSP
モードが有効です。ACU を閉じると、カードは Max PSP
モードに戻ります。

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。

Network Type 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種類を指定します。

オプション：Ad Hoc または Infrastructure

デフォルト： Infrastructure

Network Type 説明

アドホック ピア ツー ピアと呼ばれることもあります。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。たとえば、会議室のコンピュータ間にアドホック ネット

ワークを設定すれば、会議の情報をユーザ間で共有できます。

インフラストラクチャ 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。

表 5-2 システム パラメータ（続き） 

パラメータ 説明
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RF ネットワーク パラメータの設定
RF Network 画面（図 5-2 を参照）では、クライアント アダプタのデータの送受信方法とタイミング

を制御するパラメータを設定できます。この画面にアクセスするには、Properties 画面から RF
Network タブを選択します。

図 5-2 RF Network 画面

表 5-3 は、クライアント アダプタの RF ネットワーク パラメータとその説明を示しています。パラ

メータを変更する場合は、表の指示に従ってください。
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表 5-3 RF ネットワーク パラメータ

パラメータ 説明

Data Rate 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 Rate Selection 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 Rate Selection、1 Mbps Only、2 Mbps Only、5.5 Mbps Only、11 Mbps Only
（2.4GHz クライアント アダプタ）Auto Rate Selection、6 Mbps Only、9 Mbps Only、

12 Mbps Only、18 Mbps Only、24 Mbps Only、36 Mbps Only、48 Mbps Only、または 
54 Mbps Only（5GHz クライアント アダプタ）

デフォルト：Auto Rate Selection

データ レート 説明

2.4GHz クライ
アント アダプタ

5GHz クライア
ント アダプタ

Auto Rate 

Selection

Auto Rate 

Selection

可能な場合は 11Mbps（2.4GHz クライアント アダプタの場合）ま

たは 54Mbps（5GHz クライアント アダプタの場合）のデータ転

送を行いますが、必要に応じてデータ レートを下げます。

1 Mbps Only 6 Mbps 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。

2 Mbps Only 

および 5.5 Mbps 

Only

9 Mbps Only か

ら 48 Mbps Only

1 Mbps Only（2.4GHz クライアント アダプタの場合）または 6

Mbps Only（5GHz クライアント アダプタの場合）オプションよ

りも通信範囲はやや狭くなりますが、スループットは高くなりま

す。

11 Mbps Only 54 Mbps 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 Rate Selection に設定するか、通信先のアク
セス ポイントと同じレート（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
トと同じレート（アドホック モードの場合）にする必要があります。そうでない場合、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。

Use Short Radio 

Headers

このチェックボックスをオンにすると、クライアント アダプタが短い無線ヘッダーを使用するよう

に設定されます。ただし、アダプタが短い無線ヘッダーを使用できるのは、アクセス ポイントもそ

れらをサポートするように設定され、使用している場合だけです。アクセス ポイントにアソシエー

トするクライアントのいずれかが長いヘッダーを使用している場合は、クライアントとアクセス ポ

イントの両方で短い無線ヘッダーが使用可能になっていても、そのセル内のすべてのクライアント

が長いヘッダーを使用する必要があります。

短い無線ヘッダーを使用するとスループットの効率が高まり、長い無線ヘッダーを使用すると、短

い無線ヘッダーに対応していないクライアントやアクセス ポイントとの互換性が確保されます。

デフォルト：オン

（注） このパラメータは 2.4GHz クライアント アダプタだけで利用可能です。

（注） このパラメータを、アクセス ポイント画面のプリアンブルといいます。
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World Mode アソシエート先のアクセス ポイントもワールド モードに設定されていれば、このチェックボックス

をオンにすることによって、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。

デフォルト：オフ

（注） このパラメータは 2.4GHz クライアント アダプタだけで利用可能です。

（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。

Scan For A Better

Access Point

このチェックボックスをオンにすると、アソシエートしているアクセス ポイントにおける指定時間

経過後の信号強度が、指定値より小さい場合、クライアントは、より適したアクセス ポイントを探

し、それを見つけた場合はアソシエートを切り替えます。

例： 20 秒と 50% というデフォルト値が使用されている場合、クライアントは、アソシエー

ト後 20 秒で、アソシエートしているアクセス ポイントから受信した信号強度の監視

を開始します。監視は 1 秒あたり 1 回の頻度で続けられます。クライアントが 50% を

下回る信号強度を検出すると、より適したアクセス ポイントをスキャンします。

値の範囲： 5～ 255 秒、0 から 75% の信号強度

デフォルト： 20 秒、50 % の信号強度をチェック

（注） 時間と信号強度を指定する機能は、ACU バージョン 6.1 以降で利用可能です。これは、Install
Wizard バージョン 1.1 以降に含まれています。

表 5-3 RF ネットワーク パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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Channel クライアント アダプタが通信用チャネルとして使用する周波数を指定します。これらのチャネル

は、規制地域の IEEE 802.11 規格に準拠しています。

• インフラストラクチャ モードでは、このパラメータは自動的に設定されるため、変更できませ
ん。クライアント アダプタはスペクトラム全体をリスンして、最適なアソシエート先アクセス
ポイントを選択し、そのアクセス ポイントと同じ周波数を使用します。

• アドホック モードでは、クライアント アダプタのチャネルは、無線ネットワーク内の他のクラ
イアントが使用しているチャネルと一致するよう設定する必要があります。クライアント アダ
プタが他のアドホック アダプタを見つけられない場合、アダプタは、このパラメータで指定さ
れているチャネルからセルを開始します。

値の範囲： クライアント アダプタの無線および規制地域により異なる
2.4GHｚ クライアント アダプタでの例：
北米では 1～ 11（2412～ 2462MHz）
5GHｚ クライアント アダプタでの例：
北米では 36、40、44、48、52、56、60、および 64（5180、5200、5220、5240、
5260、5280、5300、および 5320 MHz）

デフォルト：クライアント アダプタの無線および規制地域により異なる
2.4GHｚ クライアント アダプタでの例：
北米では 6（2437MHz）
5GHｚ クライアント アダプタでの例：
北米では 36（5180MHz）

（注） チャネル識別番号、チャネル中心周波数、および各チャネルの規制地域のリストについて
は、付録 C を参照してください。

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：クライアント アダプタにプログラミングされている電力テーブルによる（下記の
表を参照）

デフォルト：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
用する国の規制機関で許可される最大レベル

使用可能な電力レベル クライアント アダプタの種類

100mW、50mW、30mW、20mW、

5mW、または 1mW

350 シリーズ クライアント アダプタ

20mW、10mW、または 5mW CardBus PC カード

（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、無線範囲が狭くなりま
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。

表 5-3 RF ネットワーク パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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次のセクションで追加パラメータを設定するか、OK をクリックして Profile Manager 画面に戻りま

す。Profile Manager 画面で OK または Apply をクリックして変更を保存します。

Clear Channel 

Assessment

クライアント アダプタが動作するチャネルに輻輳が発生していないかどうかをデータの転送前に

判断する手段を指定します。

オプション：Firmware Default（XXX）、Carrier/Correlation（Car/Cor）、Energy Detect（ED）、また
は ED or Car/Cor

デフォルト：Firmware Default（XXX）

方法 説明

Firmware Default（XXX） Clear Channel Assessment（CCA）機構では、クライアント アダ

プタのファームウェアのデフォルト値に基づいてチャネルの混

雑が報告されます。ファームウェアの CCA デフォルト値は、括

弧内に示されます。

（注） PCM、LMC、PCI カード ファームウェアの CCA デフォ
ルト値は Car/Cor、mini-PCI カード ファームウェアのデ
フォルト値は ED です。

Carrier/Correlation（Car/Cor） CCA 機構では、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）信号の検出時にチャネル

の混雑が報告されます。この信号は ED しきい値を上回ることも

下回ることもあります。

Energy Detect（ED） CCA 機構では、ED しきい値を上回るエネルギーの検出時にチャ

ネルの混雑が報告されます。

ED or Car/Cor CCA 機構では、ED しきい値を上回る DSSS 信号またはエネル

ギーの検出時にチャネルの混雑が報告されます。

（注） このパラメータは 2.4GHz クライアント アダプタだけで利用可能です。

Data Retries 最初の送信が失敗した場合に、パケットが再送信される回数を指定します。

値の範囲： 1～ 128

デフォルト： 16（2.4GHz クライアント アダプタの場合）または 32（5GHz クライアント アダプ
タの場合）

（注） ネットワーク プロトコルに独自の再試行回数が設定されている場合は、この値をデフォル
ト値より小さい値に設定してください。これにより、「不良」パケットの通知がプロトコル
スタックに即座に送信されるため、アプリケーションで必要に応じてパケットを再送信で
きます。

Fragment Threshold RF データ パケットを分割（断片化）するしきい値を定義します。断片化されたパケットの 1 つが

送信中に干渉を受けた場合は、そのパケットを再送するだけで済みます。

断片化されたパケットでは、固定パケット オーバーヘッドによって RF 帯域幅が大量に消費される

ため、一般にスループットは低くなります。

値の範囲： 256～ 2312

デフォルト： 2312

表 5-3 RF ネットワーク パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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拡張インフラストラクチャ パラメータの設定

（注） 拡張インフラストラクチャ パラメータは、クライアント アダプタをインフラストラクチャ ネット
ワークで動作するように設定した場合だけ設定できます。 表 5-2 の Network Type パラメータを参照
してください。

Advanced (Infrastructure) 画面（図 5-3 を参照）では、インフラストラクチャ ネットワークでのクラ

イアント アダプタの動作を制御するパラメータを設定できます。この画面にアクセスするには、

Properties 画面から Advanced (Infrastructure) タブを選択します。

図 5-3 Advanced (Infrastructure) 画面

表 5-4 は、クライアント アダプタの拡張インフラストラクチャ パラメータとその説明を示していま

す。パラメータを変更する場合は、表の指示に従ってください。
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表 5-4 Advanced (Infrastructure) パラメータ

パラメータ 説明

Antenna Mode 

(Receive)

クライアント アダプタがデータの受信に使用するアンテナを指定します。

• PC card：PC カードに内蔵された常設アンテナは、ダイバーシティ モードで使用する場合に最
高の性能を発揮します。ダイバーシティ モードにすると、カードの 2 つのアンテナ ポートのう
ち、状態の良い方の信号が使用されます。

オプション： Diversity (Both)、Primary Antenna Only、Secondary Antenna Only

デフォルト： Diversity (Both)

• LM card：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。スナップ方式のアンテナを使用する場合は、ダイバーシティ モードを
お勧めします。それ以外の場合は、アンテナを接続するポートに適したモードを選択してくだ

さい。

オプション： Diversity (Both)、Primary Antenna Only、Secondary Antenna Only

デフォルト： Diversity (Both)

• PCI card：PCI カードは、Primary Antenna Only オプションを使用する必要があります。

デフォルト： Primary Antenna Only

• Mini PCI card：1 つまたは 2 つのアンテナで使用できる mini-PCI カードは、ダイバーシティ モー
ドで使用する場合に最高の性能を発揮します。ダイバーシティ モードにすると、カードの 2 つ
のアンテナ コネクタのうち、状態の良い方の信号が使用されます。

オプション： Diversity (Both)、Primary Antenna Only、Secondary Antenna Only

デフォルト： Diversity (Both)

（注） このパラメータは 2.4GHz クライアント アダプタだけで利用可能です。

（注） Primary Antenna Only と Secondary Antenna Only オプションは以前、それぞれ Right Antenna
Only と Left Antenna Only という名称でした。

Antenna Mode 

(Transmit)

クライアント アダプタがデータの送信に使用するアンテナを指定します。クライアント アダプタに

使用できるオプションについては、上記の Antenna Mode (Receive) パラメータを参照してください。

（注） このパラメータは 2.4GHz クライアント アダプタだけで利用可能です。

Specified Access 

Point 1- 4

クライアント アダプタがアソシエート可能な最大 4 個のアクセス ポイントの MAC アドレスを指定

します。指定したアクセス ポイントが見つからない場合やクライアント アダプタが無線範囲外に

ローミングした場合、アダプタは別のアクセス ポイントにアソシエートすることがあります。

編集ボックスにアクセス ポイントの MAC アドレスを入力します。また、ボックスを空白にしたま

まアクセス ポイントを指定しないことも可能です。

デフォルト：空白

（注） このパラメータは、リピータ モードのアクセス ポイントだけに使用します。アクセス ポイ
ントを指定するとローミング プロセスの速度が遅くなるので、通常の操作ではこのフィー
ルドをブランクのままにしておいてください。
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次のセクションで追加パラメータを設定するか、OK をクリックして Profile Manager 画面に戻りま

す。Profile Manager 画面で OK または Apply をクリックして変更を保存します。

RTS Threshold 低レベルの RF プロトコルが request-to-send（RTS;送信要求）パケットを発行する際のデータ パケッ

トのサイズを指定します。

このパラメータを小さい値に設定すると、RTS パケットが頻繁に送信されるようになります。この

ような場合は、使用可能な帯域幅の消費量が増え、他のネットワーク パケットのスループットが低

下します。ただし、障害物や金属面の多い高マルチパス環境から発生する妨害や衝突に対し、シス

テムの復旧が速くなります。

値の範囲： 0～ 2312

デフォルト： 2312

（注） RTS および CTS のメカニズムの詳細は、IEEE 802.11 規格を参照してください。

RTS Retry Limit クライアント アダプタが、前回送信した RTS パケットに対する clear-to-send（CTS;送信クリア）パ

ケットを受信しなかった場合に、RTS パケットを再送信する回数を指定します。

このパラメータを大きな値に設定すると、妨害が生じるたびに使用可能な帯域幅が減少します。た

だし、システムは障害物や金属面の多い高マルチパス環境から発生する妨害や衝突に強くなります。

値の範囲： 1～ 128

デフォルト： 16（2.4GHz クライアント アダプタの場合）または 32（5GHz クライアント アダプ
タの場合）

（注） RTS および CTS のメカニズムの詳細は、IEEE 802.11 規格を参照してください。

Enable Radio 

Management 

Support

このチェックボックスをオンにすると、クライアント アダプタがアソシエートされているアクセス

ポイントで無線管理（RM）が有効になっていれば、そのアクセス ポイントで RM を制御できます。

RM は、複数のインフラストラクチャ ノードを含むシステム全体にかかわる機能です。アクセス ポ

イントの RM 機能は、他のネットワーク デバイスからの無線計測要求に応答して動作します。この

無線計測要求は、アクセス ポイントとそれにアソシエートされているクライアント アダプタに対し

て、所定の無線計測を行い、その結果を報告することを指示するものです。

デフォルト：オン

（注） このパラメータは、Install Wizard バージョン 1.2 以降を 350 シリーズ カードで使用した場
合、および Install Wizard バージョン 1.3 以降を CB20A カードで使用した場合に設定できま
す。

（注） アクセス ポイントでは、Cisco IOS リリース 12.2(13)JA 以降を使用して RM を有効化してい
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。

表 5-4 Advanced (Infrastructure) パラメータ（続き）

パラメータ 説明
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拡張アドホック パラメータの設定

（注） 拡張アドホック パラメータは、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するよう
に設定した場合だけ設定できます。 表 5-2 の Network Type パラメータの説明を参照してください。

Advanced (Ad Hoc) 画面（図 5-4 を参照）では、アドホック ネットワークでのクライアント アダプ

タの動作を制御するパラメータを設定できます。この画面にアクセスするには、Properties 画面から

Advanced (Ad Hoc) タブを選択します。

図 5-4 Advanced (Ad Hoc) 画面

表 5-5 は、クライアント アダプタの拡張アドホック パラメータとその説明を示しています。パラ

メータを変更する場合は、表の指示に従ってください。
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表 5-5 Advanced (Ad Hoc) 画面

パラメータ 説明

Antenna Mode 

(Receive)

クライアント アダプタがデータの受信に使用するアンテナを指定します。

• PC card：PC カードに内蔵された常設アンテナは、ダイバーシティ モードで使用する場合に最
高の性能を発揮します。ダイバーシティ モードにすると、カードの 2 つのアンテナ ポートのう
ち、状態の良い方の信号が使用されます。

オプション： Diversity (Both)、Primary Antenna Only、Secondary Antenna Only

デフォルト： Diversity (Both)

• LM card：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。スナップ方式のアンテナを使用する場合は、ダイバーシティ モードを
お勧めします。それ以外の場合は、アンテナを接続するポートに適したモードを選択してくだ

さい。

オプション： Diversity (Both)、Primary Antenna Only、Secondary Antenna Only

デフォルト： Diversity (Both)

• PCI card：PCI カードは、Primary Antenna Only オプションを使用する必要があります。

デフォルト： Primary Antenna Only

• Mini PCI card：1 つまたは 2 つのアンテナで使用できる mini-PCI カードは、ダイバーシティ モー
ドで使用する場合に最高の性能を発揮します。ダイバーシティ モードにすると、カードの 2 つ
のアンテナ コネクタのうち、状態の良い方の信号が使用されます。

オプション： Diversity (Both)、Primary Antenna Only、Secondary Antenna Only

デフォルト： Diversity (Both)

（注） このパラメータは 2.4GHz クライアント アダプタだけで利用可能です。

（注） Primary Antenna Only と Secondary Antenna Only オプションは以前、それぞれ Right Antenna
Only と Left Antenna Only という名称でした。

Antenna Mode 

(Transmit)

クライアント アダプタがデータの送信に使用するアンテナを指定します。クライアント アダプタに

使用できるオプションについては、上記の Antenna Mode (Receive) パラメータを参照してください。

（注） このパラメータは 2.4GHz クライアント アダプタだけで利用可能です。

RTS Threshold 低レベルの RF プロトコルが request-to-send（RTS;送信要求）パケットを発行する際のデータ パケッ

トのサイズを指定します。

このパラメータを小さい値に設定すると、RTS パケットが頻繁に送信されるようになります。この

ような場合は、使用可能な帯域幅の消費量が増え、他のネットワーク パケットのスループットが低

下します。ただし、障害物や金属面の多い高マルチパス環境から発生する妨害や衝突に対し、シス

テムの復旧が速くなります。

値の範囲： 0～ 2312

デフォルト： 2312

（注） RTS および CTS のメカニズムの詳細は、IEEE 802.11 規格を参照してください。
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次のセクションで追加パラメータを設定するか、OK をクリックして Profile Manager 画面に戻りま

す。 Profile Manager 画面で OK または Apply をクリックして変更を保存します。

RTS Retry Limit クライアント アダプタが、前回送信した RTS パケットに対する clear-to-send（CTS;送信クリア）パ

ケットを受信しなかった場合に、RTS パケットを再送信する回数を指定します。

このパラメータを大きな値に設定すると、妨害が生じるたびに使用可能な帯域幅が減少します。た

だし、システムは障害物や金属面の多い高マルチパス環境から発生する妨害や衝突に強くなります。

値の範囲： 1～ 128

デフォルト： 16（2.4GHz クライアント アダプタの場合）または 32（5GHz クライアント アダプ
タの場合）

（注） RTS および CTS のメカニズムの詳細は、IEEE 802.11 規格を参照してください。

Wake Duration 

(Kµs)

ビーコンの後、クライアント アダプタが Announcement Traffic Indication Message（ATIM）パケット

を受信するためにアクティブ状態を保持する時間を指定します。ATIM パケットは、アダプタを次

のビーコンまでアクティブにしておくために送信されるメッセージです。

表 5-2 の Power Save Mode パラメータを参照してください。

値の範囲： 0Kµs（CAM モード時）、5～ 60Kµs（Max PSP または Fast PSP モード時）

デフォルト： 5Kµs

（注） クライアント アダプタが CAM モードに設定されている場合は、Wake Duration を 0Kµs に
設定する必要があります。クライアント アダプタが Max PSP または Fast PSP モードの場合
は、Wake Duration を最低 5Kµs に設定する必要があります。

（注） Kµs は単位を表すソフトウェア用語です。 K = 1024、µ = 10-6、s = 秒を表します。したがっ
て、Kµs は 0.001024 秒、1.024 ミリ秒、または 1024 マイクロ秒に相当します。

Beacon Period 

(Kµs)

ビーコン パケットの間隔を指定します。ビーコン パケットは、アドホック モードでクライアント

がお互いを検索する場合に便利です。

値の範囲： 20～ 976Kµs

デフォルト： 100Kµs

表 5-5 Advanced (Ad Hoc) 画面（続き）

パラメータ 説明
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ネットワーク セキュリティ パラメータの設定
Network Security 画面（図 5-5 を参照）では、クライアント アダプタのアクセス ポイントとのアソ

シエート方法、無線ネットワークでの認証方法、データの暗号化および復号化方法を制御するパラ

メータを設定できます。この画面にアクセスするには、Properties 画面から Network Security タブを

選択します。

図 5-5 Network Security 画面

この画面は、多数の手順を含む複数のセキュリティ機能が表示される点で他の Properties 画面と異

なります。また、セキュリティ機能自体も複雑なので、設定する前によく理解しておく必要があり

ます。このため、この項ではセキュリティ機能の概要のほか、その使用手順についても説明します。

ただし、ご使用のクライアント アダプタの最適なセキュリティ設定を決定する前に、Allow
Association To Mixed Cells パラメータの設定方法を決定する必要があります。このパラメータは、

Network Security 画面の下部に表示され、セキュリティ機能には関連しません。 「Allow Association

To Mixed Cells パラメータの設定」を参照してください。
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Allow Association To Mixed Cells パラメータの設定

Allow Association To Mixed Cells パラメータは、クライアント アダプタが、WEP 対応と非 WEP 対

応の両方のアクセス ポイントとアソシエートできるかどうかを示します。このパラメータを設定す

る手順は、次のとおりです。

（注） Wi-Fi Protected Access（WPA）チェックボックスがオンになっていると、このパラメータは使用で
きません。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

• 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は、Allow Association To Mixed
Cells チェックボックスをオンにします。そうしないと、クライアントは、アクセス ポイント
との接続を確立できません。

• クライアント アダプタのアソシエート先のアクセス ポイントで WEP が Optional に設定されて
いない場合は、Allow Association To Mixed Cells チェックボックスをオフにします。これはデ
フォルト設定です。

（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。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• Network Security 画面のその他のパラメータを変更しない場合は、OK をクリックして Profile
Manager 画面に戻ります。次に、OK または Apply をクリックして変更を保存します。

• Network Security 画面のその他のパラメータを変更する場合は、次の項に進んでください。

セキュリティ機能の概要

Wired Equivalent Privacy（WEP）暗号キーを使用してデータを暗号化することで、無線ネットワー

ク経由で転送されるデータを保護できます。WEP 暗号化では、送信側のデバイスが WEP キーで各

パケットを暗号化し、受信側のデバイスが同じキーを使用して各パケットを復号化します。

転送データの暗号化および復号化に使用される WEP キーは、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 キーの種類は、以

降の「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 ビットまたは 128 ビットです。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 つのセキュリティ機能については、「新しい WEP キー セキュリ
ティ機能」の項（P.5-25）を参照してください。
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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キーなので、クライアント アダプタから再び読み取る

ことはできず、クライアント アダプタの電源が切られたり Windows デバイスがリブートされると

失われます。静的キーは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 デバイスをリブートするたびに入力し直す必要はありません。これは、WEP キーが

Windows 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。

Network Security 画面では、クライアント アダプタに設定されている現在の WEP キーを確認してか

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

キーを有効にしたり、無効にしたりできます。 手順については、「静的 WEP の使用」の項（P.5-30）

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

である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。認証サーバには Remote Authentication Dial-In User

Service（RADIUS）サーバなどがあり、アクセス ポイントとは有線ネットワークを介して通信しま

す。

ACU で次の 3 つの 802.1X 認証タイプを選択して、Windows オペレーティング システムで使用でき

ます。

• EAP-Cisco Wireless（または LEAP）：Windows 2000 または XP 上の 350 シリーズおよび CB20A
カードで使用可能な認証タイプです。LEAP のサポートは、Windows 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
シスコの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、Funk Software
の Steel-Belted RADIUS バージョン 3.0 以降などがあります。

インストール時に LEAP セキュリティ モジュールを選択した場合は、ACU を介して特定のプ
ロファイルに対して LEAP を有効または無効にできます。LEAP を有効にすると、多数の設定
オプションが利用可能になります。たとえば、ユーザ名とパスワードをいつ、どのように入力

して認証プロセスを開始するかを設定できます。

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。保存されている LEAP クレデンシャルを使用す
るようアダプタを設定しない限り、クライアント アダプタを挿入するたび、あるいは Windows
デバイスをリブートするたびに、ユーザ名とパスワードを入力し直す必要があります。

（注） インストール時に LEAP セキュリティ モジュールを選択しなかった場合は、ACU で
LEAP オプションを使用できません。LEAP を有効および無効に設定するには、インス
トール プログラムを再び実行し、LEAP を選択する必要があります。



第 5 章      クライアント アダプタの設定
ネットワーク セキュリティ パラメータの設定

5-20
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

• EAP-FAST：Windows 2000 または XP が動作するコンピュータに搭載した 350 シリーズおよび
CB20A カードで使用可能な認証タイプ（Flexible Authentication via Secure Tunneling）です。
EAP-FAST は、3 つのフェーズを持つトンネル認証プロセスを使用して、高度な 802.1X EAP 相
互認証を提供します。

－ フェーズ 0 では、PAC（Protected Access Credentials）を、クライアントが必要に応じて動
的にプロビジョニングできます。このフェーズでは、ユーザとネットワークの間で PAC が
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
全なトンネルが確立されます。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 では、確立されたトンネルでクライアントを認証します。

インストール時に EAP-FAST セキュリティ モジュールを選択した場合は、ACU を介して特定
のプロファイルに対して EAP-FAST を有効または無効にできます。EAP-FAST を有効にすると、
多数の設定オプションが利用可能になります。たとえば、ユーザ名とパスワードをいつ、どの

ように入力して認証プロセスを開始するか、自動または手動の PAC プロビジョニングを使用す
るかどうかを設定できます。

クライアント アダプタは、ユーザ名、パスワード、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実行します。保存されている EAP-FAST クレデンシャルを使
用するようアダプタを設定しない限り、クライアント アダプタを挿入するたび、あるいは
Windows デバイスをリブートするたびに、ユーザ名とパスワードを入力し直す必要がありま
す。

PAC は、Cisco Secure ACS によって作成され、ID で識別されます。ユーザはサーバから PAC
の自分のコピーを取得します。PAC は、ACU で作成されたプロファイルに、ID によって関連
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。PAC の保管には、次のルー
ルが適用されます。

－ 多くの場合、PAC は Windows ログオン ユーザ単位で別々にプロビジョニングされ保存さ
れます。こうしたユーザ単位の PAC は、他のユーザからは見えません。 

－ 手動プロビジョニングを使用するようにプロファイルが設定されている場合、各ユーザは

そのプロファイルに対して自身の PAC を手動でプロビジョニングする必要があります。

－ PAC ファイルは、インポート機能を利用して追加または入れ替えができますが、削除やエ
クスポートはできません。

－ 保存されている EAP-FAST ユーザ名とパスワードを使用して設定されているプロファイル
の場合、PAC はユーザ単位ではなく、すべてのユーザが共有するグローバル PAC 領域に
保存されます。また、グローバル PAC は、No Network Connection Unless User Is Logged In
チェックボックスがオフの場合に有効になります。グローバル PAC はすべてのユーザがイ
ンポートして使用できます。

（注） また、PAC は、Novell Network ログイン プロンプト、または EAP-FAST サプリカ
ントとクレデンシャルを共有しないその他のサード パーティ製ログイン アプリ
ケーションを使用しているコンピュータ上にもグローバルに保存されます。

EAP-FAST 認証は、無線 LAN 経由で次のユーザ 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
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NDS などの LDAP ユーザ データベースは、手動 PAC プロビジョニングのみをサポートしてい
ます。一方、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。

（注） インストール時に EAP-FAST セキュリティ モジュールを選択しなかった場合は、ACU
で EAP-FAST オプションを使用できません。EAP-FAST を有効および無効に設定する
には、インストール プログラムを再び実行し、EAP-FAST を選択する必要があります。
EAP-FAST は、Install Wizard バージョン 1.3 以降でサポートされています。

• Host Based EAP：このオプションを選択すると、ご使用のオペレーティング システムでサポー
トされているあらゆる 802.1X 認証タイプを使用できます。たとえば、オペレーティング シス
テムで Microsoft 802.1X サプリカントが使用されている場合、EAP-TLS 認証についてはネイ
ティブ サポート、PEAP および EAP-SIM 認証については一般的なサポートが提供されます。

（注） EAP-TLS、PEAP、または EAP-SIM 認証を使用するには、Microsoft 802.1X サプリカン
ト、ACU、および PEAP サプリカントまたは EAP-SIM サプリカントをインストールす
る必要があります。その上で、ACU を使用してクライアント アダプタを設定し、
Windows でその認証タイプを有効にし、アクセス ポイントで Network-EAP を有効にし
ます。

－ EAP-TLS：EAP-TLS 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、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 WEP
キーを使用してデータを暗号化します。EAP-TLS を有効にした場合は、オペレーティング
システムでいくつかのパラメータを設定する必要があります。

EAP-TLS 認証をサポートする 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。

（注） EAP-TLS では、証明書を使用する必要があります。証明書のダウンロードとイン
ストールについては、Microsoft の資料を参照してください。

－ Protected EAP（または PEAP）：PEAP 認証は、無線 LAN 経由で One-Time Password（OTP）、
Windows NT ドメインまたは Windows 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。 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または PIN を使用します。また、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、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 WEP キーを使用してデータを暗号化します。PEAP 認証を
使用する場合、ネットワークで OTP ユーザ データベースが使用されているときには、ハー
ドウェア トークン パスワードまたはソフトウェア トークン PIN を入力し、EAP 認証プロ
セスを開始してネットワークにアクセスする必要があります。ネットワークで Windows NT
または 2000 のドメイン ユーザ データベースあるいは LDAP ユーザ データベース（NDS な
ど）が使用されている場合は、ユーザ名、パスワード、およびドメイン名を入力して認証

プロセスを開始する必要があります。

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、
Cisco Access Registrar バージョン 3.5 以降などがあります。
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（注） Windows XP の Service Pack 1 と Windows 2000 の Microsoft 802.1X サプリカントに
は、Microsoft の PEAP サプリカントが収められています。これは Windows のユー
ザ名とパスワードだけをサポートし、シスコの PEAP サプリカントと相互運用性が
ありません。シスコの PEAP サプリカントを使用するには、Windows XP の Service
Pack 1 または Windows 2000 の Microsoft 802.1X サプリカントの後に Install Wizard
をインストールします。この順序でインストールしない場合、シスコの PEAP サプ
リカントは Microsoft の PEAP サプリカントで上書きされます。

－ EAP-SIM：EAP-SIM 認証は、公衆無線 LAN で使用できるように設計されており、PCSC
準拠のスマートカード リーダーが装備されているクライアントが必要です。 Install Wizard
ファイルに含まれる EAP-SIM サプリカントがサポートするのは Gemplus SIM+ カードだけ
ですが、標準の GSM-SIM カードや最新バージョンの EAP-SIM プロトコルをサポートする
最新のサプリカントも使用できます。 新しいサプリカントは、次の URL の Cisco.com から
ダウンロードできます。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/access-registrar-encrypted

EAP-SIM 認証を正常に実行するためには上記の要件を満たす必要がありますが、それだ
けでは不十分です。通常は、ネットワーク内で EAP-SIM 認証をサポートする WLAN サー
ビス プロバイダとサービス契約を結ぶ必要もあります。また、PCSC スマートカード リー
ダーは標準 GSM-SIM カードまたはチップを読み取ることができる場合もありますが、通
常、EAP-SIM 認証では、サービス プロバイダが WLAN サービス用の GSM 携帯電話のア
カウントを提供する必要があります。

EAP-SIM 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、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 WEP キーを使用し
てデータを暗号化します。EAP-SIM では、SIM カードと通信する際、ユーザ検証コード、
すなわち PIN を入力する必要があります。PINをコンピュータに格納するか、またはリ
ブート後または毎回認証が試行される前に PIN の入力が要求されるようにするかを選択で
きます。

EAP-SIM をサポートする RADIUS サーバには、Cisco Access Register バージョン 3.0 以降が
あります。

（注） EAP-TLS、PEAP、および EAP-SIM 認証は、オペレーティング システムでは有効、ACU
では無効になっているので、ACU でプロファイルを切り替えることによってこれらの
認証タイプを切り替えることはできません。ACU でホストベース EAP を使用するプロ
ファイルを作成できますが、Windows で特定の認証タイプを有効にする必要がありま
す（Windows で Microsoft 802.1X サプリカントが使用されている場合）。また、Windows
で一度に設定できるのは、1 つの認証タイプだけです。ACU でホストベース EAP を使
用するプロファイルが複数ある場合に別の認証タイプを使用するには、ACU でプロ
ファイルを切り替えた後、Windows で認証タイプを変更する必要があります。 

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

または EAP-SIM 用にクライアント アダプタを設定すると、ネットワークに対する認証は、次の順

序で実行されます。

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
ワークにフル アクセスできません。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/access-registrar-encrypted
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2. クライアントと RADIUS サーバは、アクセス ポイント経由で通信し、認証用の共有秘密情報
を使用して認証プロセスを実行します。この共有秘密情報とは、LEAP および PEAP ではパス
ワード、EAP-FAST ではパスワードと PAC、EAP-TLS では証明書、EAP-SIM では SIM カード
およびサービス プロバイダの Authentication Center に保存されている内部キーです。このプロ
セス実行中に、パスワード、PAC、または内部キーが送信されることはありません。

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、ブロードキャスト パ
ケットの暗号化や複合化が設定されているアクセス ポイントの場合は、それらの暗号化や複合
化も実行します。

EAP 認証を有効にする手順は、次のいずれかを参照してください。

• LEAP の有効化（P.5-34）

• EAP-FAST の有効化（P.5-38）

• ホストベース EAP の有効化（P.5-45）

（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

Wi-Fi Protected Access（WPA）

Wi-Fi Protected Access（WAP）は、規格に基づく、相互運用可能なセキュリティ強化手段で、これ

により、データ保護の水準が向上し、既存および将来の無線 LAN に対するアクセス制御が大幅に

強化されます。WPA は、現在策定中の 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 では、データ保護に Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）やメッセージ完全性チェッ

ク（MIC）を使用し、認証済みキー管理に 802.1X を使用しています。

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 を使用してキーを管理し、EAP 認証方式で

相互認証を行い、Pairwise Master Key（PMK）を生成します。このサーバでは PMK を動的に生成し

て、アクセス ポイントに渡します。しかし、WPA-PSK キー管理を使用して、クライアントとアク

セス ポイント双方に事前共有キーを設定すると、その事前共有キーが PMK として使用されます。

WPA で使用できるのは、Windows 2000 または Windows XP が動作し、LEAP、EAP-FAST、または

ホストベース EAP 認証を実行しているコンピュータにインストールされた、350 シリーズまたは

CB20A のいずれかのカードだけです。WPA は、Install Wizard バージョン 1.2 以降に付属するソフ

トウェア コンポーネントでサポートされています。ただし、ホストベース EAP を WPA で使用する

場合は、WPA をサポートするソフトウェアを追加インストールする必要があります。Cisco Aironet

クライアント アダプタで使用する WPA ソフトウェアとして、以下をお勧めします。

• Funk Odyssey Client サプリカント バージョン 2.2（Windows 2000 の場合）

• Windows XP Service Pack 1 および Microsoft サポート パッチ 815485（Windows XP の場合）

（注） Windows 2000 および XP を使用する場合は、Meetinghouse AEGIS Client サプリカント バー
ジョン 2.1 以降もサポートされていますが、このクライアント アダプタのソフトウェア リ
リースでは動作確認されていません。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/secur_c/scprt2/scrad.htm
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Install Wizard バージョン 1.3 以降に含まれるソフトウェア コンポーネントは、自動的に WPA 移行

モードをサポートします。WPA 移行モードとは、WPA クライアントと非 WPA クライアントの双

方で同じ SSID 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なアクセス ポイント設定

のことです。

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

• LEAP の有効化（P.5-34）

• EAP-FAST の有効化（P.5-38）

• ホストベース EAP の有効化（P.5-45）

（注） WPA はアクセス ポイントでも有効にする必要があります。 アクセス ポイントでは、Cisco IOS リ
リース 12.2(11)JA 以降を使用して WPA を有効化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。

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

ローミングが必要になる場合があります。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。高速ローミングは、LEAP 対応のク

ライアントの場合は Install Wizard バージョン 1.1 以降で、EAP-FAST 対応のクライアントの場合は

Install Wizard バージョン 1.3 以降でサポートされています。

通常の操作では、LEAP または EAP-FAST 対応クライアントは、メイン RADIUS サーバとの通信の

ような完全な 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。ただし、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。

この機能は、インストールされているソフトウェアに応じて、次の 2 つの方法によりクライアント

アダプタ上で有効にできます。

• ACU バージョン 6.2 およびクライアント アダプタ ファームウェア バージョン 5.30.17（Install
Wizard バージョン 1.2 に付属）以降を使用している場合は、ACU で高速ローミングを有効にす
る必要があります。 詳細は、「LEAP の有効化」の項のステップ 10、または「EAP-FAST の有効
化」の項のステップ 12 を参照してください。

• クライアント アダプタ ファームウェア バージョン 5.20.17（Install Wizard バージョン 1.1 に付
属）を使用している場合、高速ローミングは自動的にサポートされます。

高速ローミングは、クライアント アダプタで有効になっているかどうかにかかわらず、アクセス

ポイントでは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 ポイントで 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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（注） Microsoft 802.1X サプリカントがコンピュータにインストールされている場合は、この機能を正し
く働かせるために、1 つまたは 2 つの Windows パラメータを無効にする必要があります。 詳細は、
「LEAP の有効化」の項のステップ 13、または「EAP-FAST の有効化」の項のステップ 15 を参照し
てください。

LEAP 認証または EAP-FAST 認証に失敗したアクセス ポイントの報告

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

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 5.02.20 以降（LEAP の場合）

• 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（EAP-FAST の場合）

• 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 認証または

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 プロファイルまたは 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 認証
サーバまたは EAP-FAST 認証サーバと通信できないことが原因で、LEAP 認証または
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、Install

Wizard のファイルに含まれているファームウェアやドライバでサポートされているため、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。
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（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。これらのセキュリティ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。

Message Integrity Check（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 画面には、MIC が使用中であるかどうかが示され、Statistics 画面には MIC 統計情報が表示さ

れます。

（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がこれらの機能
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。

Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）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 を利用して 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これ
らの機能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。

（注） WPA が有効になると TKIP も自動的に有効になり、WPA が無効になると TKIP も無効になります。

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、

PEAP、または EAP-SIM 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 認証または 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。
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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 ポイントの両方を正しく設定する必要があります。表 5-6 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 5-6 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 ポイント設定

静的 WEP キー（Open 認

証）

Network Authentication の無効化、Static WEP

および Open Authentication の有効化、WEP

キーの作成

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open 認証の有効化

静的 WEP キー（Shared 

Key 認証）

Network Authentication の無効化、Static WEP

および Shared Key Authentication の有効化、

WEP キーの作成

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Shared Key 認証の有効化

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

Network-EAP の有効化

WPA による LEAP 認証 LEAP および Wi-Fi Protected Access（WPA）の

有効化

（注） WPA と非 WPA の両方のアクセス ポ
イントにクライアントをアソシエー
トできるようにするには、WPA と非
WPA の両方の認証に対して Allow
Association を有効にします。

TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定および有効化、SSID に対する Network-EAP

と WPA の有効化

（注） WPA クライアントおよび非 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

WPA による EAP-FAST 

認証

EAP-FAST と Wi-Fi Protected Access（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

（注） WPA と非 WPA の両方のアクセス ポ
イントにクライアントをアソシエー
トできるようにするには、WPA と非
WPA の両方の認証に対して Allow
Association を有効にします。

TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定および有効化、SSID に対する Network-EAP

と WPA の有効化

（注） WPA クライアントおよび非 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 を使用してカー
ドを設定する場合

Host Based EAP（802.1x）および Dynamic 

WEP の有効化（ACU）、Enable network access 

control using IEEE 802.1X（または Enable IEEE 

802.1x authentication for this netwrok）および

Certificates（または Smart Card or other 

Certificate）の選択（Windows XP の EAP タイ

プ）

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open 認証の有効化、EAP 使用の指定

Windows XP を使用
してカードを設定す

る場合

EAP タイプとして Enable network access 

control using IEEE 802.1X および Smart Card or 

other Certificate を選択

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open 認証の有効化、EAP 使用の指定

WPA による EAP-TLS 認証

ACU を使用してカー
ドを設定する場合

Wi-Fi Protected Access（WPA）、Host Based 

EAP（WPA）、および Dynamic WEP の有効化

（ACU）、WPA の有効化、Enable network 

access control using IEEE 802.1X および 

Certificates（または Smart Card or other 

Certificate）の選択（Windows XP の EAP タイ

プ）

TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定および有効化、SSID に対する WPA および

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指定

（注） WPA クライアントおよび非 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。

Windows XP を使用
してカードを設定す

る場合

WPA の有効化、EAP タイプとして Enable 

network access control using IEEE 802.1X および 

Smart Card or other Certificate の選択

TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定および有効化、SSID に対する WPA および

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指定

（注） WPA クライアントおよび非 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。

PEAP 認証

ACU を使用してカー
ドを設定する場合

Host Based EAP（802.1x）および Dynamic WEP

の有効化（ACU）、Enable network access control

using IEEE 802.1X（または Enable IEEE 802.1x

authentication for this netwrok）および PEAP の

選択（Windows XP の EAP タイプ）

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open 認証の有効化、EAP 使用の指定

Windows XP を使用
してカードを設定す

る場合

EAP タイプとして Enable network access

control using IEEE 802.1X および PEAP を選択

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open 認証の有効化、EAP 使用の指定

表 5-6 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 ポイント設定
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WPA による PEAP 認証

ACU を使用してカー
ドを設定する場合

Wi-Fi Protected Access（WPA）、Host Based 

EAP（WPA）、および Dynamic WEP の有効化

（ACU）、WPA の有効化、Enable network 

access control using IEEE 802.1X および PEAP 

の選択（Windows XP の EAP タイプ）

TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定および有効化、SSID に対する WPA および

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指定

（注） WPA クライアントおよび非 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。

Windows XP を使用
してカードを設定す

る場合

WPA の有効化、EAP タイプとして Enable 

network access control using IEEE 802.1X および 

PEAP の選択

TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定および有効化、SSID に対する WPA および

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指定

（注） WPA クライアントおよび非 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-SIM 認証

ACU を使用してカー
ドを設定する場合

Host Based EAP（802.1x）および Dynamic WEP

の有効化（ACU）、Enable network access control

using IEEE 802.1X（または Enable IEEE 802.1x

authentication for this netwrok）および SIM 認証

の選択（Windows XP の EAP タイプ）

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open 認証の有効化、EAP 使用の指定

Windows XP を使用
してカードを設定す

る場合

EAP タイプとして Enable network access 

control using IEEE 802.1X および SIM 認証を選

択

WEP の設定および有効化、SSID に対する

Open 認証の有効化、EAP 使用の指定

WPA による EAP-SIM 認証

ACU を使用してカー
ドを設定する場合

Wi-Fi Protected Access（WPA）、Host Based 

EAP（WPA）、および Dynamic WEP の有効化

（ACU）、WPA の有効化、Enable network 

access control using IEEE 802.1X および SIM 認

証の選択（Windows XP の EAP タイプ）

TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定および有効化、SSID に対する WPA および

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指定

（注） WPA クライアントおよび非 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。

Windows XP を使用
してカードを設定す

る場合

WPA の有効化、EAP タイプとして Enable 

network access control using IEEE 802.1X および 

SIM 認証の選択

TKIP を含む暗号スイートの選択、WEP の設

定および有効化、SSID に対する WPA および

Open Authentication の有効化、EAP 使用の指定

（注） WPA クライアントおよび非 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。

表 5-6 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 ポイント設定
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静的 WEP 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。

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。

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

Roaming (CCKM) の選択

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。

TKIP による高速ローミ

ング（CCKM）

LEAP または EAP-FAST の有効化、Wi-Fi 

Protected Access (WPA) の有効化、Allow Fast 

Roaming (CCKM) の選択

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 認証または 

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 5.02.20 以降（LEAP の場合）また

は 5.40.10 以降（EAP-FAST の場合）のファー

ムウェアでは自動的に有効になるので、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 ポイントの場合）ま

たは Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降（1100

シリーズ アクセス ポイントの場合）のファー

ムウェアでは自動的に有効になるので、設定

は不要

MIC Install Wizard ファイル付属のドライバにより

自動的に有効化されるので、設定は不要

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

TKIPTKIP Install Wizard ファイル付属のファームウェア

により自動的に有効化されるので、設定は不

要

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、PEAP、または

EAP-SIM の有効化、Install Wizard ファイル付

属のファームウェアの使用

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 5-6 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 ポイント設定
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ステップ 1 Network Security 画面の Network Authentication で None を選択します。

ステップ 2 Data Encryption で Static WEP を選択します。

ステップ 3 Static WEP Keys ボタンをクリックします。 Static WEP Keys 画面が表示されます（図 5-6 を参照）。

図 5-6 Static WEP Keys 画面

ステップ 4 次のいずれかの WEP キー入力方式を選択します。

• Hexadecimal（0-9, A-F）：WEP キーが、0～ 9、A～ F、a～ f を含む 16 進数で入力されること
を指定します。

• ASCII Text：英数字と句読点を含む ASCII テキストで WEP キーが入力されるよう指定します。

（注） ASCII テキスト WEP キーは、Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイントではサポー
トされていないので、このシリーズのアクセス ポイントでクライアント アダプタを使
用する場合は、Hexadecimal（0-9, A-F） オプションを選択する必要があります。

ステップ 5 入力する静的 WEP キー（1、2、3、4）について、画面の右側から、WEP キーのサイズ（40 ビット

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。

128 ビットがクライアント アダプタでサポートされていない場合、このオプションは使用できませ

ん。

ステップ 6 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 キーは、次の文字数で構成する必要があります。

－ 40 ビットのキーでは 10 個の 16 進数または 5 個の ASCII テキスト文字

例：5A5A313859（16 進数）または ZZ18Y（ASCII 文字）
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－ 128 ビットのキーでは 26 個の 16 進数または 13 個の ASCII テキスト文字

例：5A583135333554595549333534（16 進数）または ZX1535TYUI354（ASCII 文字）

（注） Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイントで 5GHz クライアント アダプタを使用す
る場合、それらのアダプタに対して 16 進数を入力する必要があります。

• 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 7 パケットの送信に使用するキーの左側にある Transmit Key ボタンをクリックします。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 8 OK をクリックして Static WEP Keys 画面を終了し、Network Security 画面に戻ります。

ステップ 9 次に示すアクセス ポイント認証オプションのうちいずれかを選択します。このオプションは、クラ

イアント アダプタがアクセス ポイントに認証を求める方法を定義します。

• Open：WEP の設定に関係なく、クライアント アダプタは、アクセス ポイントとの認証および
通信の試みが実行できます。Open Authentication はデフォルト設定です。

• Shared Key：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、Use Static WEP Keys が選択されている場合だけ選択で
きます。

Shared Key 認証では、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 アダプタに返送します。パケッ
トが正常に暗号化および復号化された場合、ユーザは認証されたと見なされます。

（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。

ステップ 10 OK をクリックして Profile Manager 画面に戻ります。次に OK または Apply をクリックして変更を

保存します。
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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。

（注） 既存の WEP キーは上書き可能ですが、編集または削除することはできません。

ステップ 1 Network Security 画面で Static WEP Keys ボタンをクリックします。 Static WEP Keys 画面が表示され

ます（図 5-6 を参照）。

ステップ 2 画面の中央に表示された現在の WEP キー設定を確認します。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 キーのコードは画面に表示されません。

ステップ 3 上書きする既存の静的 WEP キーを選択します。

ステップ 4 そのキーの空白フィールド内をクリックします。

ステップ 5 「新しい静的 WEP キーの入力」の項（P.5-30）のステップ 6 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 6 このキーをパケットの転送に使用する場合は、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 7 OK をクリックして Static WEP Keys 画面を終了し、Network Security 画面に戻ります。

ステップ 8 OK をクリックして Profile Manager 画面に戻ります。次に OK または Apply をクリックして変更を

保存します。

静的 WEP キーの無効化

特定プロファイルの静的 WEP を無効にする必要が生じた場合は、Network Security 画面の Data

Encryption で None を選択し、OK をクリックします。次に Profile Manager 画面で OK または Apply
をクリックします。

（注） Network Security 画面の Network Authentication で LEAP または EAP-FAST を選択すると、静的 WEP
が自動的に無効になります。
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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を満足する必要があります。

• クライアント アダプタは、WEP をサポートし、Install Wizard ファイル内のファームウェア、ド
ライバ、ユーティリティ、およびセキュリティ モジュールを使用する必要があります。

• WPA を使用するには、350 シリーズおよび CB20A クライアント アダプタで、Install Wizard バー
ジョン 1.2 以降に付属のソフトウェアを Windows 2000 または XP を実行するコンピュータ上で
使用する必要があります。

• 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 ポイントの場合）、11.54T 以降（1200 シリーズ アクセス ポイントの場合）、
または Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降（1100 シリーズ アクセス ポイントの場合）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 以降を使用している必要があります。 LEAP 認証または EAP-FAST
認証に失敗したアクセス ポイントの報告機能と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.5-27に示すバージョンのファームウェアを使用する必要があり
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 ポイントから攻撃を受けるリスクを可能
な限り小さく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については、「強
力なパスワードの作成」の項（P.10-11）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 WPA を有効にする場合は、Network Security 画面の Network Authentication で、Wi-Fi Protected Access
（WPA）チェックボックスをオンにします。このパラメータを有効にすると、クライアント アダプ

タは、WPA を使用するアクセス ポイントにアソシエートできます。

（注） 詳細は、「Wi-Fi Protected Access（WPA）」の項（P.5-23）を参照してください。

ステップ 2 LEAP または LEAP（WPA）を選択します。

（注） このオプションが使用できるのは、インストールの際に LEAP セキュリティ モジュールを
選択した場合です。

（注） このオプションを選択すると、動的 WEP（WPA が無効になっている場合）または TKIP
（WPA が有効になっている場合）が自動的に設定されます。



第 5 章      クライアント アダプタの設定
ネットワーク セキュリティ パラメータの設定

5-35
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

ステップ 3 Configure ボタンをクリックします。 LEAP Settings 画面が表示されます（図 5-7 を参照）。

図 5-7 LEAP Settings 画面

ステップ 4 次に示す LEAP ユーザ名およびパスワードの設定オプションのいずれかを選択します。

• Use Temporary User Name and Password：ユーザはコンピュータをリブートするたびに LEAP
ユーザ名とパスワードを入力し、ネットワークへのアクセスに対する認証を受ける必要があり

ます。

• Use Saved User Name and Password：ユーザはコンピュータをリブートするたびに LEAP ユー
ザ名とパスワードを入力する必要がありません。 認証は、保存されているユーザ名とパスワー
ド（RADIUS サーバに登録されている）を使用し、必要に応じて自動的に行われます。

（注） Use Saved User Name and Password オプションを設定できるのは、インストール時に
Allow Saved LEAP User Name and Password オプションを有効にした場合（Yes に設定）
だけです。

ステップ 5 次のいずれかを実行します。

• ステップ 4 で Use Temporary User Name and Password を選択した場合は、次のいずれかのオプ
ションを選択します。

－ Use Windows Logon User Name and Password：Windows のユーザ名とパスワードが LEAP
のユーザ名とパスワードとしても使用されるので、ユーザは 1 組のクレデンシャルを覚え
るだけですみます。ログイン後、LEAP 認証プロセスが自動的に開始されます。このオプ
ションはデフォルト設定です。
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－ Automatically Prompt for User Name and Password：通常の Windows ログインとは別の
LEAP ユーザ名とパスワード（RADIUS サーバに登録されている）を入力し、LEAP 認証プ
ロセスを開始する必要があります。

－ Manually Prompt for User Name and Password：必要に応じ、Commands ドロップダウン メ
ニューの Manual Login オプションを使用して、手動で LEAP 認証プロセスを開始する必要
があります。Windows のログイン時に LEAP ユーザ名とパスワードの入力は求められませ
ん。このオプションは、ソフトウェア トークン ワンタイム パスワード システムなど、ロ
グイン時に使用できない追加ソフトウェアを必要とするシステムをサポートするために使

用できます。

• ステップ 4 で Use Saved User Name and Password を選択した場合は、次の手順に従ってください。

a. ユーザ名とパスワードを適切なフィールドに入力します。

（注） ユーザ名は、Install Wizard バージョン 1.3 以降に付属するソフトウェアでは 64
ASCII 文字、それより前のバージョンの Install Wizard に付属するソフトウェアでは
32 ASCII 文字までそれぞれ入力できます。パスワードは、32 ASCII 文字まで入力
できます。ただし、Domain フィールドにドメイン名を入力した場合、ユーザ名と
ドメイン名の文字数合計は、Install Wizard バージョン 1.3 以降に付属するソフト
ウェアでは最大 63 ASCII 文字、それより前のバージョンの Install Wizard バージョ
ンに付属するソフトウェアでは最大 31 ASCII 文字にそれぞれ制限されます。

b. Confirm Password フィールドにパスワードをもう一度入力します。

c. ユーザ名とともに、RADIUS サーバに渡すドメイン名を指定する場合は、Domain フィール
ドにそのドメイン名を入力します。

（注） Install Wizard バージョン 1.3 以降に付属するソフトウェアを使用している場合、
username@domain.com という形式で User Name フィールドにドメイン名を指定で
きます。ただし、RADIUS サーバがこの形式をサポートしている必要があります。
username@domain.com 文字列には、64 ASCII 文字まで入力できます。 User Name
フィールドでドメイン名を指定すると、Domain フィールドは無効になります。

ステップ 6 複数のドメインを使用する環境で作業しており、Windows ログイン ドメインをユーザ名とともに

RADIUS サーバに渡す必要がある場合は、Include Windows Logon Domain with User Name チェッ

クボックスをオンにします。デフォルト設定はオンです。

（注） 保存済みのユーザ名とパスワードの使用を選択しても、Include Windows Logon Domain
with User Name チェックボックスをオンにしないと、Domain フィールドは使用不可にな
り、ドメイン名は RADIUS サーバに渡されません。

ステップ 7 別のユーザが自分のクレデンシャルを使用して無線ネットワークにアクセスできないようにする

ために、ログオフ後、強制的にクライアント アダプタのアソシエーションを解除する場合は、No
Network Connection Unless User is Logged In チェックボックスをオンにします。デフォルト設定は

オンです。

ステップ 8 Authentication Timeout Value フィールドに、LEAP 認証が失敗したと見なされてエラー メッセージ

が表示されるまでの時間を秒単位で入力します。

値の範囲： 10～ 300 秒

デフォルト： 90 秒
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ステップ 9 OK をクリックして、LEAP Settings 画面を終了します。

ステップ 10 クライアント アダプタで高速ローミングを有効にする場合は、Network Security 画面で Allow Fast
Roaming（CCKM）チェックボックスをオンにします。

• このチェックボックスをオンにすると、CCKM を使用するアクセス ポイントにアソシエートし
たクライアント アダプタで CCKM を使用できるようになります。また、CCKM を使用してい
ないアクセス ポイントにアソシエートできるようになります。

• このチェックボックスをオフにすると、CCKM を使用するアクセス ポイントにアソシエートし
ても、クライアント アダプタでは CCKM を使用できません。

デフォルト： （非選択）

（注） 詳細は、「高速ローミング（CCKM）」の項（P.5-24）を参照してください。

ステップ 11 次の状態で LEAP 認証を実行するように設定されているアクセス 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場合は、Allow Association to both WPA and non-WPA
authenticators チェックボックスをオンにします。

• WPA を有効化した状態（WPA セキュリティと関連付け）

• WPA を無効化した状態またはサポートされていない状態（WPA セキュリティとの関連なし）

• WPA がオプションとなっている Cisco 移行モード（WPA セキュリティとの関連なし）

このチェックボックスをオフにすると、クライアント アダプタは、WPA を使用した LEAP 認証を

実行するように設定されているアクセス ポイントだけにアソシエートできます。

デフォルト： （非選択）

（注） このパラメータは、WPA を有効化している場合にだけ使用できます。

ステップ 12 OK をクリックして、Network Security 画面を終了し、Profile Manager 画面に戻ります。Profile Manager

画面で OK または Apply をクリックして変更を保存します。

ステップ 13 Microsoft 802.1X サプリカントがインストールされているコンピュータで高速ローミング機能を利

用する手順は次のとおりです。

a. コンピュータのオペレーティング システムに応じて、次の手順のいずれかを実行します。

－ コンピュータで Windows 2000 を実行している場合、My Computer、Control Panel、およ
び Network and Dial-up Connections をダブルクリックします。Local Area Connection を右
クリックします。Properties をクリックします。 Local Area Connection Properties 画面が表示
されます。

－ コンピュータで Windows XP を実行している場合、My Computer、Control Panel、および
Network Connections をダブルクリックします。Wireless Network Connection を右クリック
します。Properties をクリックします。 Wireless Network Connection Properties 画面が表示さ
れます。Wireless Networks タブを選択します。Windows XP Service Pack 1 を使用していな
い場合は、Use Windows to configure my wireless network settings チェックボックスをオフに
します。
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b. Authentication タブをクリックします。

（注） Windows Service Pack 1 では、Authentication タブの位置が変更されています。このタブ
にアクセスする場合は、Use Windows to configure my wireless network settings チェック
ボックスがオンになっていることを確認してください。使用可能なネットワークの一覧

から、作成するプロファイルの SSID をクリックして、Configure をクリックします。目
的のプロファイルの SSID が一覧にない場合は、Add をクリックして、Network name
（SSID）フィールドにその SSID を入力し、Authentication タブを選択します。

c. Enable network access control using IEEE 802.1X チェックボックスまたは Enable IEEE 802.1x
authentication for this network チェックボックスをオフにします。

d. OK をクリックして、設定を保存します。

e. Windows XP Service Pack 1 を使用する場合は、Wireless Networks 画面で Use Windows to configure
my wireless network settings チェックボックスをオフにして、OK をクリックします。

ステップ 14 LEAP による認証手順については、第 6章を参照してください。

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を満足する必要があります。

• 350 シリーズおよび CB20A クライアント アダプタで、Install Wizard バージョン 1.3 以降に付属
のソフトウェアを Windows 2000 または XP を実行するコンピュータ上で使用する必要があり
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 ポイントの場合）、11.54T 以降（1200 シリーズ アクセス ポイントの場合）、
または Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降（1100 シリーズ アクセス ポイントの場合）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 以降を使用している必要があります。 LEAP 認証または EAP-FAST
認証に失敗したアクセス ポイントの報告機能と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.5-30に示すバージョンのファームウェアを使用する必要があり
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。

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 WPA を有効にする場合は、Network Security 画面の Network Authentication で、Wi-Fi Protected Access
（WPA）チェックボックスをオンにします。このパラメータを有効にすると、クライアント アダプ

タは、WPA を使用するアクセス ポイントにアソシエートできます。

（注） 詳細は、「Wi-Fi Protected Access（WPA）」の項（P.5-23）を参照してください。
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ステップ 2 EAP-FAST または EAP-FAST (WPA) を選択します。

（注） このオプションが使用できるのは、インストールの際に EAP-FAST セキュリティ モジュー
ルを選択した場合のみです。

（注） このオプションを選択すると、動的 WEP（WPA が無効になっている場合）または TKIP
（WPA が有効になっている場合）が自動的に設定されます。

ステップ 3 Configure をクリックします。 EAP-FAST Settings 画面が表示されます（図 5-8 を参照）。

図 5-8 EAP-FAST Settings 画面



第 5 章      クライアント アダプタの設定
ネットワーク セキュリティ パラメータの設定

5-40
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

ステップ 4 次に示す EAP-FAST ユーザ名およびパスワードの設定オプションのいずれかを選択します。

• Use Temporary User Name and Password：ユーザはコンピュータをリブートするたびに
EAP-FAST ユーザ名とパスワードを入力し、ネットワークへのアクセスに対する認証を受ける
必要があります。

• Use Saved User Name and Password：ユーザはコンピュータをリブートするたびに EAP-FAST
ユーザ名とパスワードを入力する必要がありません。 認証は、保存されているユーザ名とパス
ワード（RADIUS サーバに登録されている）を使用し、必要に応じて自動的に行われます。

（注） Use Saved User Name and Password オプションを設定できるのは、インストール時に
Allow Saved EAP-FAST User Name and Password オプションを有効にした場合（Yes に設
定）だけです。

ステップ 5 次のいずれかを実行します。

• ステップ 4 で Use Temporary User Name and Password を選択した場合は、次のいずれかのオプ
ションを選択します。

－ Use Windows Logon User Name and Password：Windows のユーザ名とパスワードが
EAP-FAST のユーザ名とパスワードとしても使用されるので、ユーザは 1 組のクレデン
シャルを覚えるだけですみます。ログイン後、EAP-FAST 認証プロセスが自動的に開始さ
れます。このオプションはデフォルト設定です。

－ Automatically Prompt for User Name and Password：通常の Windows ログインとは別の
EAP-FAST ユーザ名とパスワード（RADIUS サーバに登録されている）を入力し、EAP-FAST
認証プロセスを開始する必要があります。

－ Manually Prompt for User Name and Password：必要に応じ、Commands ドロップダウン メ
ニューの Manual Login オプションを使用して、手動で EAP-FAST 認証プロセスを開始する
必要があります。Windows のログイン時に EAP-FAST ユーザ名とパスワードの入力は求め
られません。このオプションは、ソフトウェア トークン ワンタイム パスワード システム
など、ログイン時に使用できない追加ソフトウェアを必要とするシステムをサポートする

ために使用できます。

• ステップ 4 で Use Saved User Name and Password を選択した場合は、次の手順に従ってください。

a. ユーザ名とパスワードを適切なフィールドに入力します。

（注） ユーザ名は 64 ASCII 文字、パスワードは 32 ASCII 文字まで入力できます。ただし、
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。

b. Confirm Password フィールドにパスワードをもう一度入力します。

c. ユーザ名とともに RADIUS サーバに渡すドメイン名を指定する場合は、Domain フィールド
にそのドメイン名を入力するか、User Name フィールドに username@domain.com という形
式で指定します。username@domain.com 文字列には、最大 64 ASCII 文字を入力できます。
ただし、RADIUS サーバでこの形式がサポートされている必要があります。

（注） User Name フィールドでドメイン名を指定すると、Domain フィールドは無効にな
ります。
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ステップ 6 複数のドメインを使用する環境で作業しており、Windows ログイン ドメインをユーザ名とともに

RADIUS サーバに渡す必要がある場合は、Include Windows Logon Domain with User Name チェッ

クボックスをオンにします。デフォルト設定はオンです。

（注） 保存済みのユーザ名とパスワードの使用を選択しても、Include Windows Logon Domain
with User Name チェックボックスをオンにしないと、Domain フィールドは使用不可にな
り、ドメイン名は RADIUS サーバに渡されません。

ステップ 7 別のユーザが自分のクレデンシャルを使用して無線ネットワークにアクセスできないようにする

ために、ログオフ後、強制的にクライアント アダプタのアソシエーションを解除する場合は、No
Network Connection Unless User is Logged In チェックボックスをオンにします。デフォルト設定は

オンです。

ステップ 8 Authentication Timeout Value フィールドに、EAP-FAST 認証が失敗したと見なされてエラー メッセー

ジが表示されるまでの時間を秒単位で入力します。

値の範囲： 10～ 300 秒

デフォルト： 90 秒

ステップ 9 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には、Allow Automatic PAC Provisioning for This
Profile チェックボックスをオンにします。この場合、PAC（Protected Access Credentials）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 の期限が切れた場合、クライアン
ト アダプタが異なるサーバにアクセスする場合、前にプロビジョニングされた PAC と
EAP-FAST ユーザ名が一致しない場合など）。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 11 に進みます。

• 手動 PAC プロビジョニングを有効にする場合は、Allow Automatic PAC Provisioning for This
Profile チェックボックスをオフにします。PAC 機関を選択するか、手動で PAC ファイルをイ
ンポートする必要があります。 このオプションを選択する場合は、ステップ 10 に進みます。

（注） Allow Automatic PAC Provisioning for This Profile オプションが使用できるのは、インストー
ル時に Allow Auto-Provisioning? オプションを有効（Yes に設定）にした場合のみです。こ
のオプションが使用できない場合、手動 PAC プロビジョニングを有効にする必要がありま
す。

（注） LDAP ユーザ データベースは手動 PAC プロビジョニングのみをサポートし、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
切れのときのみです。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
するユーザ単位のキーとして働きます。 
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ステップ 10 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。

• Select a PAC Authority To Use with This Profile ドロップダウン リストから、プロファイルの SSID
によって定義されたネットワークに関連付ける PAC 機関を選択します。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 機関の名前が含まれます。

• PAC authority ドロップダウン リストが空であったり、希望する PAC 機関の名前がない場合、
次の手順に従って PAC ファイルをインポートします。

a. Import ボタンをクリックします。 Import Protected Access Credentials (PAC) File 画面が表示さ
れます（図 5-9 を参照）。

図 5-9 Import Protected Access Credentials (PAC) File 画面

b. Look in ボックスで PAC ファイルの位置を探します。デフォルトの場所は My Documents で
す。

（注） PAC を取得するために別の場所を参照すると、その新しい場所がその後のデフォ
ルトになります。

c. PAC ファイル（*.pac）をクリックすると、画面下部の File name ボックスにそのファイル名
が表示されます。

（注） PAC ファイルのファイル名と拡張子は、PAC ファイルを発行する PAC 機関によっ
て決まりますが、標準的なファイル拡張子は pac です。

d. Open ボタンをクリックします。

e. インポートする PAC ファイルにはシステムの全ユーザがアクセスできるようになることを
伝えるメッセージが表示された後、Yes をクリックします。No をクリックした場合、PAC
ファイルはインポートされません。
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（注） プロファイルがグローバル PAC 用に設定されていると、インポートする PAC ファ
イルにはシステムの全ユーザがアクセスできます。グローバル PAC が有効になる
のは、Use Saved User Name and Password オプションを選択した場合、EAP-FAST
Settings 画面の No Network Connection Unless User Is Logged In チェックボックスを
オフにした場合、Novell Network ログイン プロンプト、または EAP-FAST サプリカ
ントとクレデンシャルを共有しないその他のサードパーティ製ログイン アプリ
ケーションを使用している場合のいずれかです。

（注） 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
トしようとすると、既存の PAC を上書きするかどうかを尋ねられます。Yes をク
リックすると、インポートしたファイル内の新しい PAC で既存の PAC が置き換え
られます。

f. Enter PAC File Password 画面（図 5-10 を参照）が表示された場合は、PAC ファイル パスワー
ドを入力し、OK をクリックします。

図 5-10 Enter PAC File Password 画面

（注） PAC ファイルへのパスワード設定は任意です。ユーザ入力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は、PAC 機関で決まります。いずれの場合で
も、すべての PAC ファイルは、パスワードを使用しないものも含め、暗号化され
て保護されます。PAC ファイル パスワードは EAP-FAST パスワードとは異なるパ
スワードで、入力が必要なのは PAC のインポート時のみです。

g. インポートした PAC ファイルは PAC データベースに追加され、その PAC ファイルを発行す
る PAC 機関の名前が EAP-FAST Settings 画面の PAC authority ドロップダウン リストに追加
されます。リストから、希望する PAC 機関を選択します。

ステップ 11 OK をクリックして、EAP-FAST Settings 画面を終了します。

ステップ 12 使用しているクライアント アダプタで高速ローミングを有効にする場合は、Network Security 画面

で Allow Fast Roaming（CCKM）チェックボックスをオンにします。

• このチェックボックスをオンにすると、CCKM を使用するアクセス ポイントにアソシエートし
たクライアント アダプタで CCKM を使用できるようになります。また、CCKM を使用してい
ないアクセス ポイントにアソシエートできるようになります。

• このチェックボックスをオフにすると、CCKM を使用するアクセス ポイントにアソシエートし
ても、クライアント アダプタでは CCKM を使用できません。
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デフォルト： （非選択）

（注） 詳細は、「高速ローミング（CCKM）」の項（P.5-24）を参照してください。

ステップ 13 次の状態で EAP-FAST 認証を実行するように設定されているアクセス 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場合は、Allow Association to both WPA and non-WPA
authenticators チェックボックスをオンにします。

• WPA を有効化した状態（WPA セキュリティと関連付け）

• WPA を無効化した状態またはサポートされていない状態（WPA セキュリティとの関連なし）

• WPA がオプションとなっている Cisco 移行モード（WPA セキュリティとの関連なし）

このチェックボックスをオフにすると、クライアント アダプタは、WPA で EAP-FAST 認証を実行

するように設定されているアクセス ポイントのみにアソシエートできます。

デフォルト： （非選択）

（注） このパラメータは、WPA を有効化している場合にだけ使用できます。

ステップ 14 OK をクリックして、Network Security 画面を終了し、Profile Manager 画面に戻ります。Profile Manager

画面で OK または Apply をクリックして変更を保存します。

ステップ 15 Microsoft 802.1X サプリカントがインストールされているコンピュータで高速ローミング機能を利

用する手順は次のとおりです。

a. コンピュータのオペレーティング システムに応じて、次の手順のいずれかを実行します。

－ コンピュータで Windows 2000 を実行している場合、My Computer、Control Panel、およ
び Network and Dial-up Connections をダブルクリックします。Local Area Connection を右
クリックします。Properties をクリックします。 Local Area Connection Properties 画面が表示
されます。

－ コンピュータで Windows XP を実行している場合、My Computer、Control Panel、および
Network Connections をダブルクリックします。Wireless Network Connection を右クリック
します。Properties をクリックします。 Wireless Network Connection Properties 画面が表示さ
れます。Wireless Networks タブを選択します。Windows XP Service Pack 1 を使用していな
い場合は、Use Windows to configure my wireless network settings チェックボックスをオフに
します。

b. Authentication タブをクリックします。

（注） Windows Service Pack 1 では、Authentication タブの位置が変更されています。このタブ
にアクセスする場合は、Use Windows to configure my wireless network settings チェック
ボックスがオンになっていることを確認してください。使用可能なネットワークの一覧

から、作成するプロファイルの SSID をクリックして、Configure をクリックします。目
的のプロファイルの SSID が一覧にない場合は、Add をクリックして、Network name
（SSID）フィールドにその SSID を入力し、Authentication タブを選択します。

c. Enable network access control using IEEE 802.1X チェックボックスまたは Enable IEEE 802.1x
authentication for this network チェックボックスをオフにします。
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d. OK をクリックして、設定を保存します。

e. Windows XP Service Pack 1 を使用する場合は、Wireless Networks 画面で Use Windows to configure
my wireless network settings チェックボックスをオフにして、OK をクリックします。

ステップ 16 ステップ 10 で PAC ファイルをインポートした場合、組織のポリシーによっては、元の場所からそ

れを削除することが必要になる場合もあります。PAC ファイルは ID カードと同様なものなので、

不正なアクセスから保護する必要があります。元の場所から削除することで、複数の場所に PAC を

保存したために PAC が外部に漏れるといった事態を防止できます。PAC のセキュリティに関する

組織のポリシーは、システム管理者に問い合わせてください。

ステップ 17 EAP-FAST による認証手順については、第 6章を参照してください。

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を満足する必要があ

ります。

• クライアント アダプタは、WEP をサポートし、Install Wizard ファイル内のファームウェア、ド
ライバ、ユーティリティ、およびセキュリティ モジュールを使用する必要があります。

• お使いの Windows デバイスに Microsoft 802.1X サプリカントをインストールしておく必要があ
ります。

• WPA を使用するには、、Windows 2000 または XP を実行するコンピュータ上で、350 シリーズ
または CB20A クライアント アダプタを Install Wizard バージョン 1.2 以降に付属のソフトウェ
アと共に使用する必要があります。また、WPA をサポートするソフトウェアを追加インストー
ルする必要があります。このソフトウェアは次のサイトからダウンロードできます。

－ Funk Odyssey Client サプリカント バージョン 2.2（Windows 2000 の場合）

http://www.funk.com/radius/wlan/wlan_c_radius.asp

－ Windows XP Service Pack 1 および Microsoft サポート パッチ 815485（Windows XP の場合）

http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=009d8425-ce2b-47a4-abec-274845dc
9e91&DisplayLang=en

（注） Windows 2000 および XP を使用する場合は、Meetinghouse AEGIS Client サプリカント
バージョン 2.1 以降もサポートされていますが、このクライアント アダプタのソフト
ウェア リリースでは動作確認されていません。 Meetinghouse のサプリカントは、次の
URL からダウンロードできます。http://www.mtghouse.com/support/downloads/index.shtml

• 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、12.00T 以降（340、350、およ
び 1200 シリーズ アクセス ポイントの場合）、または Cisco IOS リリース 12.2(4)JA 以降（1100
シリーズ アクセス ポイントの場合）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 以降を使用している必要があります。

http://www.funk.com/radius/wlan/wlan_c_radius.asp
http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=009d8425-ce2b-47a4-abec-274845dc9e91&DisplayLang=en
http://www.mtghouse.com/support/downloads/index.shtml
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• 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）を正しく設定す
る必要があります。

この項は、次の 3 つの項目で構成されています。このプロファイルに対して該当のホストベース

EAP 認証（EAP-TLS、PEAP、または EAP-SIM）を有効にする手順は次のとおりです。

• ホストベース EAP 認証を ACU で有効にする手順

• WPA を有効にする手順（Windows 2000 または XP を実行するコンピュータ向けのオプション
手順）

• Windows で EAP 認証を有効にする手順

（注） EAP-TLS、PEAP、および EAP-SIM 認証は、オペレーティング システムでは有効、ACU では無効
になっているので、ACU でプロファイルを切り替えることによってこれらの認証タイプを切り替
えることはできません。ACU でホストベース EAP を使用するプロファイルを作成できますが、
Windows で特定の認証タイプを有効にする必要があります（Windows で Microsoft 802.1X サプリカ
ントが使用されている場合）。また、Windows で一度に設定できるのは、1 つの認証タイプだけで
す。ACU でホストベース EAP を使用するプロファイルが複数ある場合に別の認証タイプを使用す
るには、ACU でプロファイルを切り替えた後、Windows で認証タイプを変更する必要があります。

ホストベース EAP 認証を ACU で有効にする手順

ACU でホストベース EAP 認証を設定する手順はこの項のとおりです。

ステップ 1 WPA を有効にする場合は、Network Security 画面の Network Authentication で、Wi-Fi Protected Access
（WPA）チェックボックスをオンにします。このパラメータを有効にすると、クライアント アダプ

タは、WPA を使用するアクセス ポイントにアソシエートできます。

（注） 詳細は、「Wi-Fi Protected Access（WPA）」の項（P.5-23）を参照してください。

ステップ 2 Host Based EAP（802.1x）または Host Based EAP（WPA）を選択します。

（注） WPA が無効になっている場合は、括弧内に 802.1x が表示されます。WPA が有効になって
いる場合は、括弧内に WPA が表示されます。

ステップ 3 WPA が有効になっていない場合は、Data Encryption で Dynamic WEP を選択します。

ステップ 4 OK をクリックして Profile Manager 画面に戻ります。

ステップ 5 Profile Manager 画面で OK または Apply をクリックして変更を保存します。

ステップ 6 コンピュータのオペレーティング システムに応じて、次のいずれかを実行します。

• Windows 2000 を実行するコンピュータを使用している場合は、次のいずれかを実行します。

－ WPA を有効にする場合は、次の「WPA の有効化（オプション）」に進みます。
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－ WPA を有効にしない場合は、My Computer、Control Panel、および Network and Dial-up
Connections をダブルクリックします。Local Area Connection を右クリックします。
Properties をクリックします。 Local Area Connection Properties 画面が表示されます。
「Windows で EAP 認証を有効にする手順」の項（P.5-50）に進みます。

• Windows XP を実行するコンピュータを使用している場合は、次のいずれかを実行します。

－ WPA を有効にする場合は、My Computer、Control Panel、および Network Connections を
ダブルクリックします。Wireless Network Connection を右クリックします。Properties を
クリックします。 Wireless Network Connection Properties 画面が表示されます。 次の「WPA の
有効化（オプション）」に進みます。

－ WPA を有効にしない場合は、My Computer、Control Panel、および Network Connections
をダブルクリックします。Wireless Network Connection を右クリックします。Properties
をクリックします。 Wireless Network Connection Properties 画面が表示されます。Windows XP
Service Pack 1 を使用する場合は、Wireless Networks タブを選択して Use Windows to
configure my wireless network settings 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。使用可能なネットワークの一覧から、作成するプロファイルの SSID をクリックし
て、Configure をクリックします。目的のプロファイルの SSID が一覧にない場合は、Add
をクリックして、Network name（SSID）フィールドにその SSID を入力します。 「Windows
で EAP 認証を有効にする手順」の項（P.5-50）に進みます。

WPA の有効化（オプション）

このプロファイルについて WPA を有効にする場合は、以下の該当する項の手順に従ってください。

コンピュータで Windows 2000 を実行するか、Windows XP を実行するかによって手順が異なりま

す。

Windows 2000 での WPA の有効化

Windows 2000 を実行するコンピュータの場合、Funk Odyssey Client サプリカント バージョン 2.2 で

WPA を有効にするには以下の手順に従います。

ステップ 1 Web ブラウザを使用して次の URL にアクセスします。

http://www.funk.com/radius/enterprise/ent_solns.asp

ステップ 2 Manual で、Odyssey Client User Guide をクリックします。

ステップ 3 ユーザ ガイドの指示に従って、WPA および EAP-TLS、PEAP、または EAP-SIM 認証を有効にします。

Windows XP での WPA の有効化

Windows XP Service Pack 1 および Microsoft サポート パッチ 815485 で WPA を有効にするには次の

手順に従います。

ステップ 1 Wireless Network Connection Properties 画面で Wirelss Networks タブを選択します。 次の画面が表示

されます（図 5-11 を参照）。

http://www.funk.com/radius/enterprise/ent_solns.asp


第 5 章      クライアント アダプタの設定
ネットワーク セキュリティ パラメータの設定

5-48
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

図 5-11 Wireless Network Connection Properties 画面（Wirelss Networks タブ）

ステップ 2 Use Windows to configure my wireless network settings チェックボックスがオンになっていることを

確認してください。

ステップ 3 使用可能なネットワークの一覧から、設定を開始したプロファイルの SSID を選択して、Configure
をクリックします。目的のプロファイルの SSID が一覧にない場合は、Add をクリックします。

Wireless Network Properties 画面が表示されます（図 5-12 を参照）。
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図 5-12 Wireless Network Properties 画面（Association タブ）

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

• 使用可能な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（SSID）
フィールドに表示されることを確認します。

• Add をクリックした場合は、目的のプロファイルの SSID を大文字と小文字を区別して Network
name（SSID）フィールドに入力します。

ステップ 5 Network Authentication ドロップダウン リストから WPA を選択します。このオプションにより、ク

ライアント アダプタは、WPA を使用するアクセス ポイントにアソシエートできます。

ステップ 6 Data encryptionn ドロップダウン リストから TKIP を選択します。

ステップ 7 このプロファイルに対して EAP 認証を有効にするには、次の「Windows で EAP 認証を有効にする

手順」の項に進みます。
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Windows で EAP 認証を有効にする手順

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

ステップ 1 Authentication タブをクリックします。 次の画面が表示されます（図 5-13 を参照）。

図 5-13 Wireless Network Connection Properties 画面（Authentication タブ）

（注） 上に示す Authentication 画面は、Windows 2000 または XP を実行するコンピュータで表示さ
れます。 Windows XP Service Pack 1 を実行するコンピュータの画面は若干異なります。

ステップ 2 WPA を有効にしなかった場合は、Enable network access control using IEEE 802.1X チェックボック

スまたは Enable IEEE 802.1x authentication for this network チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 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、「EAP-TLS の有効化」の項（P.5-51）に進みます。

• PEAP を使用する場合は、「PEAP の有効化」の項（P.5-53）に進みます。

• EAP-SIM を使用する場合は、「EAP-SIM の有効化」の項（P.5-56）に進みます。
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EAP-TLS の有効化

EAP-TLS を有効にする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 EAP の種類には、Smart Card or other Certificate を選択します。

ステップ 2 Properties をクリックします。 Smart Card or Other Certificate Properties 画面が表示されます（図 5-14

および 図 5-15 を参照）。

図 5-14 Smart Card or Other Certificate Properties 画面 - Windows 2000 または XP
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図 5-15 Smart Card or Other Certificate Properties 画面 - Windows XP Service Pack 1

ステップ 3 Use a certificate on this computer オプションを選択します。

ステップ 4 コンピュータで Windows XP Service Pack 1 を実行している場合、Use simple certificate selection
(Recommended) 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。

ステップ 5 サーバの証明書評価を要求する場合は、Validate server certificate チェックボックスをオンにしま

す。

ステップ 6 接続するサーバ名を指定する場合は、Connect to these servers または Connect only if server name
ends with 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また

はサーバ名の接尾辞を入力します。 

（注） サーバ名を入力し、入力したサーバ名と一致しないサーバにクライアント アダプタが接続
した場合、認証プロセスの間に接続の受け付け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。



第 5 章      クライアント アダプタの設定
ネットワーク セキュリティ パラメータの設定

5-53
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

ステップ 7 次のいずれかを実行します。

• コンピュータで Windows 2000 または XP を実行している場合、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 Certification Authority フィールドに表示されていることを確認
します。

• コンピュータで Windows XP Service Pack 1 を実行している場合、Trusted Root Certification
Authority フィールドに表示されている、サーバの証明書をダウンロードした CA の名前の横に
あるチェックボックスをオンにします。

（注） このフィールドが空白の場合、またはすべてのチェックボックスがオフの場合、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 OK を 2 回または 3 回クリックして、設定を保存します。これで、設定は完了です。

ステップ 9 EAP-TLS による認証手順については、第 6章を参照してください。

PEAP の有効化

PEAP を有効にする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 EAP タイプの場合は、PEAP を選択します。

ステップ 2 Properties をクリックします。 PEAP Properties 画面が表示されます（図 5-16 を参照）。

図 5-16 PEAP Properties 画面

ステップ 3 サーバの証明書評価を要求することをお勧めしますが、その場合は Validate server certificate チェッ

クボックスをオンにします。



第 5 章      クライアント アダプタの設定
ネットワーク セキュリティ パラメータの設定

5-54
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

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 with チェックボックスをオ

ンにし、チェックボックスの下にあるフィールドに該当サーバ名の接尾辞を入力します。 

（注） サーバ名を入力し、入力したサーバ名と一致しないサーバにクライアント アダプタが接続
した場合、認証プロセスの間に接続の受け付け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 authority（CA）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 メニューで矢印をクリック

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 プロトコルがユーザにクレデンシャルの再入力を要求する前に常に以前のセッションの
再開を試み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解除時（カードが取り出される、無線がオフ
になる、アクセス ポイントの範囲外になる、プロファイルを切り替えるなどの場合）にユーザ
名とパスワードの再入力が要求さ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
的に解除されたときに、ユーザ名とパスワードを再入力する手間が省けます。 Cisco Secure
ACS System Configuration - Global Authentication Setup 画面の PEAP Session Timeout の設定に
よって、レジューム機能を有効にする期間（ユーザ クレデンシャルを再入力しなくても
PEAP セッションをレジュームできる期間）が制御されます。このタイムアウト期間中にデ
バイスから離れると、他のユーザが PEAP セッションをレジュームしてネットワークにア
クセス可能になるので注意してください。

ステップ 8 現在、使用可能な第 2 フェーズの EAP タイプは、Generic Token Card だけです。Properties をクリッ

クします。 Generic Token Card Properties 画面が表示されます（図 5-17 を参照）。
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図 5-17 Generic Token Card Properties 画面

ステップ 9 ユーザ データベースに応じて、Static Password (Windows NT/2000, LDAP) または One Time
Password オプションを選択します。

ステップ 10 次のいずれかを実行します。

• ステップ 9 で Static Password (Windows NT/2000, LDAP) オプションを選択した場合は、ステッ
プ 11 に進みます。

• ステップ 9 で One Time Password オプションを選択した場合、次のチェックボックスのいずれ
か、または両方をオンにし、1 回限りのパスワードでサポートされるトークンの種類を指定し
ます。

－ Support Hardware Token：ハードウェア トークン デバイスは 1 回限りのパスワードを取
得します。各自のハードウェア トークン デバイスを使用して 1 回限りのパスワードを取得
し、ユーザ クレデンシャルの入力が要求された場合はそのパスワードを入力する必要があ
ります。

－ Support Software Token：PEAP サプリカントは、ソフトウェア トークン プログラムで動
作して、1 回限りのパスワードを取得します。1 回限りのパスワードではなく、PIN だけを
入力します。このチェックボックスをオンにした場合、Supported Type ドロップダウン ボッ
クスから、クライアント側でインストールされているソフトウェア トークン ソフトウェア
（Secure Computing SofToken バージョン 1.3、Secure Computing SofToken II 2.0、RSA SecurID

Software Token v 2.5 など）も選択する必要があります。また Secure Computing SofToken バー
ジョン 1.3 を選択した場合、Browse ボタンでソフトウェア プログラムのパスを探す必要が
あります。

（注） SofToken Program Path フィールドは、Secure Computing SofToken バージョン 1.3 以
外のソフトウェア トークン プログラムを選択した場合は使用できません。

ステップ 11 OK を 3 回クリックして、設定を保存します。これで、設定は完了です。

ステップ 12 PEAP による認証手順については、第 6章を参照してください。
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EAP-SIM の有効化

EAP-SIM を有効にする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 EAP タイプには SIM Authentication を選択します。

ステップ 2 Properties をクリックします。 SIM Authentication Properties 画面が表示されます（図 5-18 を参照）。

図 5-18 SIM Authentication Properties 画面

ステップ 3 SIM のリソース（データまたはコマンド）にアクセスする場合は、EAP-SIM サプリカントから SIM

カードに有効な PIN が提供されなければなりません。この PIN は SIM に保存された PIN と一致す

る必要があります。次のオプションのいずれかを選択し、EAP-SIM サプリカントが SIM カードの

PIN を処理する方法を指定します。

• Ask for my PIN once after I turn my computer on（recommended）：ソフトウェアは PIN を永続
的に保存しません。各セッションの最初の認証で、ソフトウェアから PIN の入力が 1 度要求さ
れます。セッションとは、起動からシャットダウンまたはリブートまでの期間です。

• Ask for my PIN every time the network asks for authentication：ソフトウェアは PIN を保存しま
せん。EAP-SIM 認証が実行されるたびに PIN の入力が要求されます。クライアントがアクセス
ポイント間をローミングする場合、またはセッションのタイムアウトが指定されている場合

（アカウンティングおよびセキュリティを目的とした場合など）は、このオプションの選択は

お勧めできません。

• Let me give my PIN to the computer now and never ask me again; PIN will be encrypted and stored
on computer (not recommended)：このオプションの下の Enter PIN 編集ボックスに、PIN を 1 回
だけ入力する必要があります。ソフトウェアはレジストリに PIN を保存し、要求された場合に
レジストリからその PIN を取り出します。このオプションを選択した場合、この時点で PIN を
入力する必要があります。PIN は認証が試みられたときに評価されます。

（注） このオプションは、他のユーザが PIN を知らなくても SIM を使用できるのでお勧めで
きません。
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ステップ 4 OK を 2 度クリックして、設定を保存します。これで、設定は完了です。

ステップ 5 クライアント アダプタの再起動が要求されたら、クライアント アダプタの無線をオフにして、数

秒間待機し、再び無線をオンにします。 手順については、「クライアント アダプタの無線のオン /オ

フ」の項（P.9-18）を参照してください。

ステップ 6 EAP-SIM による認証手順については、第 6章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

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 を無効にする必要が生

じた場合、EAP 認証タイプについて次の手順を実行します。

LEAP または EAP-FAST の無効化

特定プロファイルの LEAP または EAP-FAST を無効にするには、ACU の Network Security 画面の

Network Authentication で None を選択し、OK をクリックします。次に、Profile Manager 画面で OK
または Apply をクリックします。

ホストベース EAP の無効化

特定のプロファイルに対して EAP-TLS、PEAP、EAP-SIM などのホストベース EAP 認証を無効にす

る手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ACU の Network Security 画面にある Network Authentication で None を選択し、OK をクリックしま

す。

ステップ 2 OK または Apply をクリックして Profile Manager 画面に戻ります。

ステップ 3 コンピュータのオペレーティング システムに応じて、次のいずれかを実行します。

• コンピュータで Windows 2000 を実行している場合、My Computer、Control Panel、および
Network and Dial-up Connections をダブルクリックします。Local Area Connection を右クリッ
クします。Properties をクリックします。 Local Area Connection Properties 画面が表示されます。

• コンピュータで Windows XP を実行している場合、My Computer、Control Panel、および
Network Connections をダブルクリックします。Wireless Network Connection を右クリックし
ます。Properties をクリックします。 Wireless Network Connection Properties 画面が表示されます。
Windows XP Service Pack 1 を使用している場合は、Wireless Networks タブをクリックし、ホス
トベース EAP を無効にするプロファイルの SSID を Preferred networks リストでクリックして
Properties をクリックします。

ステップ 4 Authentication タブをクリックします。

ステップ 5 Enable network access control using IEEE 802.1X チェックボックスまたは Enable IEEE 802.1x
authentication for this network チェックボックスをオフにします。

ステップ 6 OK をクリックします。
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Wi-Fi Multimedia の有効化
Wi-Fi Multimedia（WMM）は、Quality of Service（QoS）のための IEEE 802.11e 無線 LAN 規格の一

部です。 プライオリティ タギングとキューイングをサポートします。 QoS はアクセス ポイントの機

能であり、ネットワークの専門家はこの機能を使用して、特定のトラフィックが他のトラフィック

よりも優先的に処理されるようにできます。 QoS を使用しない場合、アクセス ポイントは、パケッ

トの内容やサイズに関係なく、各パケットにベストエフォート サービスを提供します。 無線 LAN

に QoS を実装すると、ネットワーク パフォーマンスの予測が容易になり、帯域幅を効果的に使用

できます。

音声やビデオのような QoS 対応クライアント向けの時間依存のアプリケーション（Cisco IP

SoftPhone など）がコンピュータで実行されている場合は、WMM を有効にすることをお勧めします。

QoS および WMM は、クライアントがアソシエートするアクセス ポイントで有効にする必要があ

ります。 これらの機能は、Cisco IOS リリース 12.3(2)JA 以降のアクセス ポイントでサポートされて

います。 これらの機能を有効にする手順については、アクセス ポイントの資料を参照してくださ

い。

WMM は、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、PC/LM/PCI カード ドライバ

バージョン 8.6、および mini PCI/CB20A カード ドライバ バージョン 3.9 で自動的にサポートされま

す。これらのソフトウェアは、Install Wizard バージョン 1.5 以降に付属しています。 ただし、WMM

のサポートを実現するには、Windows QoS パケット スケジューラを有効にする必要があります。

Windows 2000 または XP で QoS パケット スケジューラを有効にするには、次の手順に従います。

（注） QoS パケット スケジューラを有効にするには、QoS パケット スケジューラがインストールされて
いる必要があります。 Windows XP では QoS パケット スケジューラがプリインストールされていま
すが、Windows 2000 ではインストールする必要があります。

Windows 2000 での QoS パケット スケジューラの有効化

Windows 2000 が実行されているコンピュータで QoS パケット スケジューラを有効にする手順は、

次のとおりです。

ステップ 1 My Computer、Control Panel、および Network and Dial-up Connections の順にダブルクリックしま

す。

ステップ 2 Wireless Network Connection を右クリックします。

ステップ 3 Properties をクリックします。 Wireless Cisco Connection Properties 画面が表示されます（図 5-19 を参

照）。
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図 5-19 Wireless Cisco Connection Properties 画面

ステップ 4 QoS パケット スケジューラがすでにインストールされている場合は、この接続で使用するコンポー

ネントのリストに表示されます。 リストにある場合は、ステップ 8 に進みます。 リストにない場合

は、次の手順に進んでインストールします。

ステップ 5 Install をクリックします。 Select Network Component Type 画面が表示されます（図 5-20 を参照）。

図 5-20 Select Network Component Type 画面
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ステップ 6 Service を選択し、Add をクリックします。 Select Network Service 画面が表示されます（図 5-21 を参

照）。

図 5-21 Select Network Service 画面

ステップ 7 QoS Packet Scheduler、OK の順にクリックします。 Wireless Cisco Connection Properties 画面が表示

され、QoS パケット スケジューラが接続のリストに表示されます。

ステップ 8 QoS Packet Scheduler チェックボックスをオンにします（オフの場合）。

ステップ 9 OK をクリックします。

Windows XP での QoS パケット スケジューラの有効化

Windows XP が実行されているコンピュータで QoS パケット スケジューラを有効にする手順は、次

のとおりです。

ステップ 1 Control Panel をダブルクリックします。

ステップ 2 Network Connections をクリックします。

ステップ 3 Wireless Network Connection を右クリックします。

ステップ 4 Properties をクリックします。 Wireless Network Connection Properties 画面が表示されます（図 5-22 を

参照）。
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図 5-22 Wireless Network Connection Properties 画面

ステップ 5 この接続で使用する項目のリストに表示される QoS Packet Scheduler チェックボックスをオンにし

ます。

ステップ 6 OK をクリックします。
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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）

• Windows ユーザ名とパスワードによる LEAP または EAP-FAST の使用方法（P.6-5）

• 自動プロンプト ログインによる LEAP または EAP-FAST の使用方法（P.6-9）

• 手動プロンプト ログインによる LEAP または EAP-FAST の使用方法（P.6-14）

• 保存されているユーザ名とパスワードによる LEAP または EAP-FAST の使用方法（P.6-20）

• EAP-TLS の使用方法（P.6-22）

• PEAP の使用方法（P.6-23）

• EAP-SIM の使用方法（P.6-28）

• 認証プロセスの再実行（P.6-30）
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概要

この章では、ユーザまたは ACU の自動プロファイル選択機能により、EAP 認証を使用するプロファ

イルが選択されたとき、およびこのプロファイルが選択されている間のクライアント アダプタの取

り出し /再挿入、コンピュータのリブート、ログオン、あるいはユーザ名とパスワードの期限切れ

の通知を受け取った後で発生す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

イルの認証タイプとユーザ名およびパスワード設定をもとに、次の 7 つの項に分かれています。

• Windows ユーザ名とパスワードによる LEAP または EAP-FAST（P.6-5）

• 自動プロンプト ログインによる LEAP または EAP-FAST（P.6-9）

• 手動プロンプト ログインによる LEAP または EAP-FAST（P.6-14）

• 保存されたユーザ名とパスワードによる LEAP または EAP-FAST（P.6-20）

• EAP-TLS（P.6-22）

• PEAP（P.6-23）

• EAP-SIM（P.6-28）

また、LEAP と EAP-FAST の概要（次を参照）と、必要に応じて認証プロセスを再起動する手順

（P.6-30）についても説明します。

認証を成功させるには、プロファイルの認証タイプとクレデンシャル設定についての指示に従って

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は、その意味と推奨される対処方法について第 10章
を参照してください。 EAP-FAST の PAC プロビジョニングに関するメッセージが表示された場合
の手順については、「EAP-FAST 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-20）を参照してください。 
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LEAP または EAP-FAST の使用方法

ステップ 1 LEAP 認証または EAP-FAST 認証が始まると、LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST

Authentication Status 画面が表示されます（図 6-1 を参照）。

（注） LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面は、アプリケー
ションが開かれている場合、その下に表示される場合があります。

（注） Cancel をクリックすれば、いつでも LEAP 認証または EAP-FAST 認証を中止できます。

図 6-1 LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面

この画面は、LEAP 認証または EAP-FAST 認証のステータスに関する情報を提供します。表 6-1 は、

LEAP 認証または EAP-FAST 認証の各ステージとその説明を示しています。ステージが 1 つ終了す

るたびに、ステータス メッセージ（Successful など）が Status フィールドに表示されます。

（注） エラー メッセージが表示された場合、その意味と推奨される処置については、「LEAP 認証のエラー
メッセージ」の項（P.10-17）または「EAP-FAST 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-20）を参
照してください。
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ステップ 2 クライアント アダプタが LEAP 認証または EAP-FAST 認証を試みるたびに LEAP Authentication

Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面を表示しない場合は、画面の左下にある

Shown minimized next time チェックボックスをオンにします。これにより、LEAP 認証または

EAP-FAST 認証を行うと、LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画

面は最小化されて Windows のシステム トレイに表示されます。

（注） 最小化された LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面を
再表示するには、Windows システム トレイの LEAP Authentication Status タブまたは
EAP-FAST Authentication Status タブをクリックし、Shown minimized next time チェック
ボックスをオフにします。これにより、LEAP 認証または EAP-FAST 認証を試みると、LEAP
Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面が再び表示されるよう
になります。

表 6-1 LEAP 認証または EAP-FAST 認証のステージ

ステージ 説明

LEAP 認証または EAP-FAST

認証の開始

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し、

LEAP 認証または EAP-FAST 認証のプロセスを開始します。

認証の待機 クライアント アダプタで EAP 認証が行われ、ネットワーク接続

が検証されます。

IP アドレスの更新 DHCP が有効な場合、IP アドレスが発行および更新されます。

IPX フレーム タイプの検出 Windodws 2000 と XP で、AutoDetect が有効になっている場合 IPX

フレーム タイプがリセットされます。

ドメイン コントローラの検索 ドメインにログインするときにアクティブ プロファイルによっ

てドメイン名が必要であると指定されている場合は、ドメイン コ

ントローラの検索が試行されます。これにより、その後、そのド

メインにアクセスできるようになります。
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Windows ユーザ名とパスワードによる LEAP または EAP-FAST の使用
方法

プロファイル選択後またはカード挿入後

LEAP 認証または EAP-FAST 認証に Windows のユーザ名とパスワードを使用するプロファイルを

選択した場合（または自動プロファイル選択で選択された場合）、あるいはこのプロファイルが選

択されている間にクライアント アダプタを取り出して再挿入した場合に、次のイベントが発生しま

す。

1. LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面が表示されます。

2. クライアント アダプタが認証を行う場合、画面に各段階の成功が表示され、その後画面が消え
ます。次に、ACM に Authenticated と表示され、ACU Status 画面の Server Based Authentication
フィールドに LEAP Authenticated または EAP-FAST Authenticated と表示されます。 

認証に失敗した場合は、認証タイムアウト時間の経過後にエラー メッセージが表示されます。
必要な処置については、「LEAP 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-17）または「EAP-FAST
認証のエラー メッセージ」の項（P.10-20）を参照してください。

リブート後またはログオン後

コンピュータをリブートするかログオンした後、次の手順に従って LEAP 認証または EAP-FAST 認

証を行います。

ステップ 1 Windows ログイン画面（図 6-2）が表示されたら、Windows ユーザ名とパスワードを入力し、OK
をクリックします。ドメイン名は任意です。

（注） Windows ユーザ名とパスワードはレジストリから自動的に取得されます。これにより、
Windows のクレデンシャルを自分で入力する必要がなくなります。 レジストリを修正して
この機能を有効または無効にする手順については、

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/security/security/msgina_dll_featur
es.asp を参照してください。

（注） コンピュータに Novell Client 32 ソフトウェアがインストールされている場合は、Novell ロ
グイン画面が表示される前に LEAP ログイン画面または EAP-FAST ログイン画面（Enter
Wireless Network Password）が表示されます。この画面が表示された場合は、Windows と
Novell のユーザ名とパスワードをログイン画面で入力し、OK をクリックします。

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/security/security/msgina_dll_features.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/security/security/msgina_dll_features.asp


第 6 章      EAP 認証の使用方法
Windows ユーザ名とパスワードによる LEAP または EAP-FAST の使用方法

6-6
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

図 6-2 Windows ログイン画面（Windows 2000）

（注） 図 6-2 は、Windows 2000 システムで表示される Windows ログイン画面を示しています。
Windows XP が動作するコンピュータのログイン画面は若干異なります。

LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面が表示されます。

ステップ 2 クライアント アダプタが認証を行う場合、画面に各段階の成功が表示され、その後画面が消えま

す。次に、ACM に Authenticated と表示され、ACU Status 画面の Server Based Authentication フィー

ルドに LEAP Authenticated または EAP-FAST Authenticated と表示されます。

認証に失敗した場合は、認証タイムアウト時間の経過後にエラー メッセージが表示されます。 必要

な処置については、「LEAP 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-17）または「EAP-FAST 認証の

エラー メッセージ」の項（P.10-20）を参照してください。

ステップ 3 システムで Windows のログオン処理が引き続き実行されます。

LEAP クレデンシャルの期限切れ後

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

なっている場合は、次の手順に従って再認証を行います。

（注） 現在のプロファイルで Windows ユーザ名とパスワードが使用されている場合、標準の Windows
Change Password 機能を使用して Windows のパスワードを変更すると、クライアントでは LEAP パ
スワードが自動的に更新され、アクセス ポイントへの接続が維持されます。
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ステップ 1 次のメッセージが表示されたら、OK をクリックします。「The user name and password entered are no

longer valid and have failed the LEAP authentication process.Please enter a new user name and password.」

ステップ 2 Windows ログイン画面が表示されたら、新しいユーザ名とパスワードを入力し、OK をクリックし

ます。 クライアント アダプタでは新しいクレデンシャルを使用して認証が行われます。

（注） Windows ログイン画面で OK ではなく Cancel をクリックした場合、次のメッセージが表示
されます。「The profile will be disabled until you select the Reauthenticate option, Windows restarts,
or the card is ejected and reinserted.Are you sure?」No をクリックすると、Windows ログイン画
面が再び表示され、新しいクレデンシャルを入力できます。Yes をクリックした場合、ACM
または ACU の Commands ドロップダウン メニューから Reauthenticate を選択するか、コン
ピュータをリブートするか、またはカードを取り出して再挿入するまで現在のプロファイ

ルは無効です。 ACU Status 画面上の Current Profile フィールドには、プロファイルが Disabled
と表示されます。

EAP-FAST クレデンシャルの期限切れ後

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

効となっている場合は、次の手順に従ってパスワードを変更します。

（注） 現在のプロファイルで Windows ユーザ名とパスワードを使用するようになっている場合、Windows
のパスワードを標準の Windows Change Password 機能を使用して変更すれば、クライアントでは
EAP-FAST パスワードが自動的に更新され、アクセス ポイントへの接続が維持されます。

ステップ 1 Change Password 画面（図 6-3）が表示され、パスワードの有効期限が過ぎたことが示された場合は、

Old Password フィールドに古いパスワードを入力します。

図 6-3 Change Password 画面



第 6 章      EAP 認証の使用方法
Windows ユーザ名とパスワードによる LEAP または EAP-FAST の使用方法

6-8
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

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、OK を

クリックします。

ステップ 3 プロンプトが表示されたら、いったんログオフしてからログオンし直し、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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自動プロンプト ログインによる LEAP または EAP-FAST の使用方法

プロファイル選択後またはカード挿入後

LEAP 認証または EAP-FAST 認証に別のユーザ名とパスワードを使用するプロファイルを選択した

場合（または自動プロファイル選択で選択された場合）、あるいはこのプロファイルが選択されて

いる間にクライアント アダプタを取り出して再挿入した場合は、次の手順に従って認証を行いま

す。

（注） この手順は、自動的にプロンプトされる LEAP プロファイルまたは EAP-FAST プロファイルを最初
に選択したときに使用できます。次の手順に従って LEAP クレデンシャルまたは EAP-FAST クレデ
ンシャルを入力すると、コンピュータをリブートするか、クライアント アダプタを取り出して再
挿入するか、あるいはプロファイルを任意の方法で変更する（自動プロファイル選択の優先順位を

含む）まで、クレデンシャルを再入力せずに、プロファイルを切り替えることができます。

ステップ 1 Enter Wireless Network Password 画面（図 6-4 を参照）が表示されたら、LEAP または EAP-FAST の

ユーザ名とパスワードを入力し、OK をクリックします。Log On To フィールドにはドメイン名を

入力できますが、ドメイン名は省略可能です。

図 6-4 Enter Wireless Network Password 画面

ステップ 2 EAP-FAST を使用している場合、ユーザ プロンプト画面（図 6-5 を参照）が表示されたら、必要な

情報を入力して OK をクリックします。
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図 6-5 ユーザ プロンプト画面

（注） この画面は、サーバが追加情報を必要とする場合に表示されます。画面上部に表示される

テキストはサーバから送信されるものなので、組織によって異なります。ここには、入力

が必要な情報が示されます。

ステップ 3 LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面が表示されます。 クライ

アント アダプタが認証を行う場合、画面に各段階の成功が表示され、その後画面が消えます。次

に、ACM に Authenticated と表示され、ACU Status 画面の Server Based Authentication フィールドに

LEAP Authenticated または EAP-FAST Authenticated と表示されます。

認証に失敗した場合は、認証タイムアウト時間の経過後にエラー メッセージが表示されます。 必要

な処置については、「LEAP 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-17）または「EAP-FAST 認証の

エラー メッセージ」の項（P.10-20）を参照してください。

リブート後またはログオン後

コンピュータをリブートするかログオンした後、次の手順に従って LEAP 認証または EAP-FAST 認

証を行います。

ステップ 1 Enter Wireless Network Password 画面（図 6-6 を参照）が表示されたら、LEAP または EAP-FAST の

ユーザ名とパスワードを入力し、OK をクリックします。Log On To フィールドにはドメイン名を

入力できますが、ドメイン名は省略可能です。
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図 6-6 Enter Wireless Network Password 画面

（注） Windows ログイン画面の表示後に Enter Wireless Network Password 画面が表示されます。

ステップ 2 EAP-FAST を使用している場合、ユーザ プロンプト画面（図 6-7 を参照）が表示されたら、必要な

情報を入力して OK をクリックします。

図 6-7 ユーザ プロンプト画面

（注） この画面は、サーバが追加情報を必要とする場合に表示されます。画面上部に表示される

テキストはサーバから送信されるものなので、組織によって異なります。ここには、入力

が必要な情報が示されます。
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ステップ 3 LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面が表示されます。 クライ

アント アダプタが認証を行う場合、画面に各段階の成功が表示され、その後画面が消えます。次

に、ACM に Authenticated と表示され、ACU Status 画面の Server Based Authentication フィールドに

LEAP Authenticated または EAP-FAST Authenticated と表示されます。

認証に失敗した場合は、認証タイムアウト時間の経過後にエラー メッセージが表示されます。 必要

な処置については、「LEAP 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-17）または「EAP-FAST 認証の

エラー メッセージ」の項（P.10-20）を参照してください。

ステップ 4 ネットワーク ログイン画面（図 6-8 を参照）が表示されたら、ネットワークのユーザ名とパスワー

ドを入力し、OK をクリックします。

（注） 図 6-8 は、Windows 2000 システムで表示されるネットワーク ログイン画面を示しています。
Windows XP が動作するコンピュータのログイン画面は若干異なります。

図 6-8 ネットワーク ログイン画面（Windows 2000）

LEAP クレデンシャルの期限切れ後

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

なっている場合は、次の手順に従って再認証を行います。

ステップ 1 次のメッセージが表示されたら、OK をクリックします。「The user name and password entered are no

longer valid and have failed the LEAP authentication process.Please enter a new user name and password.」

ステップ 2 Enter Wireless Network Password 画面が表示されたら、新しいユーザ名とパスワードを入力し、OK
をクリックします。 クライアント アダプタでは新しいクレデンシャルを使用して認証が行われま

す。
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（注） Enter Wireless Network Password 画面で、OK ではなく Cancel をクリックした場合、次のメッ
セージが表示されます。「The profile will be disabled until you select the Reauthenticate option,
Windows restarts, or the card is ejected and reinserted.Are you sure?」No をクリックすると、 Enter
Wireless Network Password 画面が再び表示され、新しいクレデンシャルを入力できます。Yes
をクリックした場合、ACM または ACU の Commands ドロップダウン メニューから
Reauthenticate を選択するか、コンピュータをリブートするか、またはカードを取り出して
再挿入するまで現在のプロファイルは無効です。 ACU Status 画面上の Current Profile フィー
ルドには、プロファイルが Disabled と表示されます。

EAP-FAST クレデンシャルの期限切れ後

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

効となっている場合は、次の手順に従ってパスワードを変更します。

ステップ 1 Change Password 画面（図 6-9 を参照）が表示され、パスワードの有効期限が過ぎたことが示された

場合は、Old Password フィールドに古いパスワードを入力します。

図 6-9 Change Password 画面

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。

ステップ 3 OK をクリックします。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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手動プロンプト ログインによる LEAP または EAP-FAST の使用方法

プロファイル選択後

手動プロンプトによるログインを使用して LEAP 認証または EAP-FAST 認証を行うプロファイル

を選択した場合（または自動プロファイル選択で選択された場合）は、次の手順に従って認証を実

行します。

（注） この手順は、手動の LEAP プロファイルまたは EAP-FAST プロファイルを最初に選択したときに使
用できます。次の手順に従って LEAP クレデンシャルまたは EAP-FAST クレデンシャルを入力する
と、コンピュータをリブートするか、クライアント アダプタを取り出して再挿入するか、あるい
はプロファイルを任意の方法で変更する（自動プロファイル選択の優先順位を含む）まで、クレデ

ンシャルを再入力せずに、プロファイルを切り替えることができます。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

• Use Selected Profile ドロップダウン ボックスから手動 LEAP プロファイルまたは手動 
EAP-FAST プロファイルを選択した場合、Enter Wireless Network Password 画面が表示されます
（図 6-10 を参照）。

図 6-10 Enter Wireless Network Password 画面

LEAP のユーザ名とパスワードまたは EAP-FAST のユーザ名とパスワードを入力し、OK をク
リックします。Log On To フィールドにはドメイン名を入力できますが、ドメイン名は省略可
能です。

• 自動プロファイル選択で手動 LEAP プロファイルまたは手動 EAP-FAST プロファイルが選択さ
れている場合は、Commands ドロップダウン メニューから Manual Login オプションを選択す
る必要があります（図 6-11 を参照）。
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図 6-11 Commands ドロップダウン メニュー

Enter Wireless Network Password 画面（図 6-10 を参照）が表示されたら、LEAP または EAP-FAST
のユーザ名とパスワードを入力し、OK をクリックします。Log On To フィールドにはドメイ
ン名を入力できますが、ドメイン名は省略可能です。

ステップ 2 EAP-FAST を使用している場合、ユーザ プロンプト画面（図 6-12 を参照）が表示されたら、必要

な情報を入力して OK をクリックします。

図 6-12 ユーザ プロンプト画面
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（注） この画面は、サーバが追加情報を必要とする場合に表示されます。画面上部に表示される

テキストはサーバから送信されるものなので、組織によって異なります。ここには、入力

が必要な情報が示されます。

ステップ 3 LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面が表示されます。 クライ

アント アダプタが認証を行う場合、画面に各段階の成功が表示され、その後画面が消えます。次

に、ACM に Authenticated と表示され、ACU Status 画面の Server Based Authentication フィールドに

LEAP Authenticated または EAP-FAST Authenticated と表示されます。

認証に失敗した場合は、認証タイムアウト時間の経過後にエラー メッセージが表示されます。 必要

な処置については、「LEAP 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-17）または「EAP-FAST 認証の

エラー メッセージ」の項（P.10-20）を参照してください。

リブート後、ログオン後、またはカード挿入後

コンピュータをリブート、ログオン、またはクライアント アダプタを取り外し再挿入した後、アダ

プタは自動的に認証を試行しません。ユーザが手動で認証プロセスを起動する必要があります。こ

の手順は、次のとおりです。

ステップ 1 コンピュータをリブートするか、ログオンした場合、標準の Windows ログインを行います。

ステップ 2 ACU を開きます。

ステップ 3 Commands ドロップダウン メニューから Manual Login オプションを選択します（図 6-13 を参照）。
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図 6-13 Commands ドロップダウン メニュー

ステップ 4 Enter Wireless Network Password 画面（図 6-14 を参照）が表示されたら、LEAP または EAP-FAST の

ユーザ名とパスワードを入力し、OK をクリックします。Log On To フィールドにはドメイン名を

入力できますが、ドメイン名は省略可能です。

図 6-14 Enter Wireless Network Password 画面
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ステップ 5 EAP-FAST を使用している場合、ユーザ プロンプト画面（図 6-15 を参照）が表示されたら、必要

な情報を入力して OK をクリックします。

図 6-15 ユーザ プロンプト画面

（注） この画面は、サーバが追加情報を必要とする場合に表示されます。画面上部に表示される

テキストはサーバから送信されるものなので、組織によって異なります。ここには、入力

が必要な情報が示されます。

ステップ 6 LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面が表示されます。 クライ

アント アダプタが認証を行う場合、画面に各段階の成功が表示され、その後画面が消えます。次

に、ACM に Authenticated と表示され、ACU Status 画面の Server Based Authentication フィールドに

LEAP Authenticated または EAP-FAST Authenticated と表示されます。

認証に失敗した場合は、認証タイムアウト時間の経過後にエラー メッセージが表示されます。 必要

な処置については、「LEAP 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-17）または「EAP-FAST 認証の

エラー メッセージ」の項（P.10-20）を参照してください。

LEAP クレデンシャルの期限切れ後

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

なっている場合は、次の手順に従って再認証を行います。

ステップ 1 次のメッセージが表示されたら、OK をクリックします。「The user name and password entered are no

longer valid and have failed the LEAP authentication process. Please enter a new user name and password.」

ステップ 2 Enter Wireless Network Password 画面が表示されたら、新しいユーザ名とパスワードを入力し、OK
をクリックします。 クライアント アダプタでは新しいクレデンシャルを使用して認証が行われま

す。
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（注） Enter Wireless Network Password 画面で、OK ではなく Cancel をクリックした場合、次のメッ
セージが表示されます。「The profile will be disabled until you select the Reauthenticate option,
Windows restarts, or the card is ejected and reinserted.Are you sure?」No をクリックすると、 Enter
Wireless Network Password 画面が再び表示され、新しいクレデンシャルを入力できます。Yes
をクリックした場合、ACM または ACU の Commands ドロップダウン メニューから
Reauthenticate を選択するか、コンピュータをリブートするか、またはカードを取り出して
再挿入するまで現在のプロファイルは無効です。 ACU Status 画面上の Current Profile フィー
ルドには、プロファイルが Disabled と表示されます。

EAP-FAST クレデンシャルの期限切れ後

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

効となっている場合は、次の手順に従ってパスワードを変更します。

ステップ 1 Change Password 画面（図 6-16 を参照）が表示され、パスワードの有効期限が過ぎたことが示され

た場合は、Old Password フィールドに古いパスワードを入力します。

図 6-16 Change Password 画面

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。

ステップ 3 OK をクリックします。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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保存されているユーザ名とパスワードによる LEAP または EAP-FAST 
の使用方法

プロファイル選択後またはカード挿入後

ユーザ（または自動プロファイル選択）が、保存されている LEAP のユーザ名とパスワードまたは

EAP-FAST のユーザ名とパスワードを使用するように指定されている LEAP 認証または EAP-FAST

認証の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間にクライアント

アダプタを取り出して再挿入した場合、次のイベントが発生します。

1. LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST Authentication Status 画面が表示されます。

2. クライアント アダプタが認証を行う場合、画面に各段階の成功が表示され、その後画面が消え
ます。次に、ACM に Authenticated と表示され、ACU Status 画面の Server Based Authentication
フィールドに LEAP Authenticated または EAP-FAST Authenticated と表示されます。

認証に失敗した場合は、認証タイムアウト時間の経過後にエラー メッセージが表示されます。
必要な処置については、「LEAP 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-17）または「EAP-FAST
認証のエラー メッセージ」の項（P.10-20）を参照してください。

リブート後またはログオン後

コンピュータをリブート、またはログオンすると、次のイベントが発生します。

1. Windows ユーザ名およびパスワードを入力すると、保存されている LEAP または EAP-FAST の
ユーザ名とパスワードを使用して認証プロセスが自動的に開始されます。

（注） LEAP Settings 画面または EAP-FAST Settings 画面の No Network Connection Unless User
Is Logged In チェックボックスをオフにしている場合、Windows ログイン画面が表示さ
れる前に EAP 認証プロセスが開始されます。

2. クライアント アダプタが認証された場合、LEAP Authentication Status 画面または EAP-FAST
Authentication Status 画面に各ステージが成功したことが表示され、その後画面が閉じます。次
に、ACM に Authenticated と表示され、ACU Status 画面の Server Based Authentication フィール
ドに LEAP Authenticated または EAP-FAST Authenticated と表示されます。

認証に失敗した場合は、認証タイムアウト時間の経過後にエラー メッセージが表示されます。
必要な処置については、「LEAP 認証のエラー メッセージ」の項（P.10-17）または「EAP-FAST
認証のエラー メッセージ」の項（P.10-20）を参照してください。

3. Windows へのログオン処理が引き続き行われます。

LEAP クレデンシャルの期限切れ後

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

なっている場合は、次の手順に従って再認証を行います。

ステップ 1 次のメッセージが表示されたら、OK をクリックします。「The saved user name and password entered

for this profile are no longer valid and have failed the LEAP authentication process.Please enter a new user

name and password.Remember to change them permanently in the profile using the ACU Profile Manager.」
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ステップ 2 Enter Wireless Network Password 画面が表示されたら、新しいユーザ名とパスワードを入力し、OK
をクリックします。 クライアント アダプタでは新しいクレデンシャルを使用して認証が行われま

す。

（注） Enter Wireless Network Password 画面で、OK ではなく Cancel をクリックした場合、次のメッ
セージが表示されます。「The profile will be disabled until you select the Reauthenticate option,
Windows restarts, or the card is ejected and reinserted.Are you sure?」No をクリックすると、 Enter
Wireless Network Password 画面が再び表示され、新しいクレデンシャルを入力できます。Yes
をクリックした場合、ACM または ACU の Commands ドロップダウン メニューから
Reauthenticate を選択するか、コンピュータをリブートするか、またはカードを取り出して
再挿入するまで現在のプロファイルは無効です。 ACU Status 画面上の Current Profile フィー
ルドには、プロファイルが Disabled と表示されます。

ステップ 3 LEAP Settings 画面の保存されたユーザ名とパスワードを変更することで ACU のプロファイルを編

集します。

ステップ 4 OK を 3 回クリックし、プロファイルの変更を保存します。

EAP-FAST クレデンシャルの期限切れ後

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

効となっている場合は、次の手順に従ってパスワードを変更します。

ステップ 1 Change Password 画面（図 6-17 を参照）が表示され、パスワードの有効期限が過ぎたことが示され

た場合は、Old Password フィールドに古いパスワードを入力します。

図 6-17 Change Password 画面

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。

ステップ 3 OK をクリックします。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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ステップ 4 保存されているユーザ名とパスワードを EAP-FAST Settings 画面で変更することによって、ADU で

プロファイルを編集します。

EAP-TLS の使用方法

プロファイル選択後またはカード挿入後

ホストベース EAP 認証を使用するプロファイルを自分で（または自動プロファイル選択で）選択

し、Windows で EAP-TLS 認証用のカードを設定するか（Windows で Microsoft 802.1X サプリカント

が使用されている必要があります）、このプロファイルが選択されている間にクライアント アダプ

タを取り出し、再挿入した場合は、その後で、次の手順に従って EAP 認証を実行します。

ステップ 1 コンピュータで Windows XP が動作している場合、「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」という意味のポップアップ メッセージが Windows システム トレイの上に表

示された場合は、メッセージをクリックし、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るので、それが正しい認証機関の

場合は、OK をクリックして接続を承認します。そうでない場合は、Cancel をクリックしてくださ
い。

ステップ 3 クライアント アダプタが接続されるサーバを示すメッセージが表示されるので、それが接続用の正

しいサーバの場合は、OK をクリックして接続を承認します。そうでない場合は、Cancel をクリッ
クしてください。

ステップ 4 これで、クライアント アダプタは EAP 認証を行います。認証を検証するには、My Computer、
Control Panel、Network Connections をダブルクリックします。ステータスが Wireless Network

Connection の右側に表示されます。View および Refresh をクリックして、現在のステータスを入手

してください。クライアント アダプタが認証された場合、ステータスは Authentication succeeded に

なります。

リブート後またはログオン後

Windows ユーザ名およびパスワードを使って、コンピュータをリブートするかログオンした後に、

EAP 認証プロセスは自動的に開始され、クライアント アダプタは EAP 認証を行います。

認証を検証するには、My Computer、Control Panel、Network Connections をダブルクリックしま

す。ステータスが Wireless Network Connection の右側に表示されます。View および Refresh をクリッ

クして、現在のステータスを入手してください。クライアント アダプタが認証された場合、ステー

タスは Authentication succeeded になります。
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PEAP の使用方法

プロファイル選択、カード挿入、リブート、またはログオン後

ホストベース EAP 認証を使用するプロファイルを自分で（または自動プロファイル選択で）選択

し、Windows で PEAP 認証用のカードを設定した後（Windows で Microsoft 802.1X サプリカントが

使用されている必要があります）、ユーザ データベースに応じて次のいずれかの項の手順に従って

EAP 認証を実行します。

（注） この手順は、プロファイル選択、カードの取り出しと再挿入、リブート、またはログオン後に適用

可能です。

（注） 設定時に PEAP Properties 画面で Always Try to Resume Secure Session チェックボックスをオンにし
た場合、PEAP プロトコルは、ユーザ名とパスワードの再入力をユーザに要求する前に以前のセッ
ションを再開しようとします。 Cisco Secure ACS の PEAP Session Timeout の設定によって、レジュー
ム機能を有効にする期間（ユーザ クレデンシャルを再入力しなくても PEAP セッションをレジュー
ムできる期間）が制御されます。

Windows NT または 2000 のドメイン データベースまたは LDAP データベースのみ

ステップ 1 コンピュータで Windows XP が動作している場合、Windows システム トレイの上に、ネットワーク

へのアクセスのために証明書またはその他のクレデンシャルを選択するように要求するポップ

アップ メッセージが表示されます。このメッセージをクリックします。

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、それが正しい認証機関の場合

は、OK をクリックして、接続を承認してください。そうでない場合は、Cancel をクリックしてく
ださい。

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、それが接続用の正しい

サーバの場合は、OK をクリックして、接続を承認してください。そうでない場合は、Cancel をク
リックしてください。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

• コンピュータで Windows 2000 が動作している場合、Static Password 画面が表示されます（図
6-18 を参照）。

• コンピュータで Windows XP が動作している場合、Windows システム トレイの上に、無線ネッ
トワークのログイン情報を処理するように要求するポップアップ メッセージが表示されます。
このメッセージをクリックします。 Static Password 画面が表示されます（図 6-18 を参照）。
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図 6-18 Static Password 画面

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）を入力します。

ステップ 6 ドメイン名が適用される場合は、ドロップダウン リストからドメイン名を選択するか、入力します。

ステップ 7 OK をクリックします。 これで、クライアント アダプタは EAP 認証を行います。認証を検証するに

は、My Computer、Control Panel、Network Connections をダブルクリックします。ステータスが

Wireless Network Connection の右側に表示されます。View および Refresh をクリックして、現在の

ステータスを入手してください。クライアント アダプタが認証された場合、ステータスは

Authentication succeeded になります。

ステップ 8 ローカルにキャッシュされた Windows パスワードも保有している場合、Windows で手動で変更し、

使用しているパスワードと同期する必要があります。この場合、Ctrl+Alt+Delete を押し、Change
Password を選択し、古いパスワードを 1 度入力してから新しいパスワードを 2 度入力します。

OTP データベースのみ

ステップ 1 コンピュータで Windows XP が動作している場合、Windows システム トレイの上に、ネットワーク

へのアクセスのために証明書またはその他のクレデンシャルを選択するように要求するポップ

アップ メッセージが表示されます。このメッセージをクリックします。

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、それが正しい認証機関の場合

は、OK をクリックして、接続を承認してください。そうでない場合は、Cancel をクリックしてく
ださい。

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、それが接続用の正しい

サーバの場合は、OK をクリックして、接続を承認してください。そうでない場合は、Cancel をク
リックしてください。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

• コンピュータで Windows 2000 が動作している場合、One Time Password 画面が表示されます（図
6-19 を参照）。
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• コンピュータで Windows XP が動作している場合、Windows システム トレイの上に、無線ネッ
トワークのログイン情報を処理するように要求するポップアップ メッセージが表示されます。
このメッセージをクリックします。 One Time Password 画面が表示されます（図 6-19 を参照）。

図 6-19 One Time Password 画面

ステップ 5 User Name フィールドに PEAP 認証ユーザ名を入力します。

ステップ 6 Hardware Token または Software Token オプションを選択します。Software Token オプションを選

択すると、One Time Password 画面の Password フィールドは PIN フィールドに変わります。

（注） Hardware Token と Software Token オプションが使用できるのは、設定の間に Generic Token
Card Properties 画面で両方のオプションを選択している場合です。それ以外の場合、選択し
たオプションだけが使用できます。

ステップ 7 ハードウェア トークン パスワードまたはソフトウェア トークン PIN を入力します。

ステップ 8 OK をクリックします。 これで、クライアント アダプタは EAP 認証を行います。認証を検証するに

は、My Computer、Control Panel、Network Connections をダブルクリックします。ステータスが

Wireless Network Connection の右側に表示されます。View および Refresh をクリックして、現在の

ステータスを入手してください。クライアント アダプタが認証された場合、ステータスは

Authentication succeeded になります。
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パスワードの有効期限が切れた後（Windows NT または 2000 ドメイン データベースの
み）

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 ID 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 画面（図 6-20 を参照）が表示され、パスワードの有効期限が過ぎたことが示され

た場合は、Old Password フィールドに古いパスワードを入力します。

図 6-20 Change Password 画面

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 をクリックします。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。認証を検証するには、My Computer、Control Panel、Network Connections をダブルクリック

します。ステータスが Wireless Network Connection の右側に表示されます。View および Refresh を

クリックして、現在のステータスを入手してください。クライアント アダプタが認証された場合、

ステータスは Authentication succeeded になります。

PIN の有効期限が切れた後（OTP データベースのみ）

PEAP に OTP データベースを使用し、現在のユーザ ID の PIN の有効期限が経過した場合、次の手

順に従って PIN を変更します。

ステップ 1 Change PIN 画面（図 6-21 を参照）が表示され、PIN の有効期限が過ぎたことが示された場合は、Old

PIN フィールドに古い PIN を入力します。
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図 6-21 Change PIN 画面

ステップ 2 New PIN フィールドと Confirm New PIN フィールドに新しい PIN を入力します。

ステップ 3 PIN を思い出す際のヒントになる単語を PIN Hint Phrase フィールドに入力します。

ステップ 4 OK をクリックします。 クライアント アダプタでは新しい PIN を使用して認証が行われます。認証

を検証するには、My Computer、Control Panel、Network Connections をダブルクリックします。ス

テータスが Wireless Network Connection の右側に表示されます。View および Refresh をクリックし

て、現在のステータスを入手してください。クライアント アダプタが認証された場合、ステータス

は Authentication succeeded になります。

（注） この後の認証では新しい PIN を使用してください。
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EAP-SIM 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自分で（または自動プロファイル選択で）選択

し、Windows に EAP-SIM 認証用のカードを設定した後（Windows が Microsoft 802.1X サプリカント

を実行している必要があります）、認証プロセスは SIM カードの PIN に選択した設定オプションに

より異なります。

PIN の入力が要求される場合

電源投入後またはリブート後に、または認証要求のたびに PIN の入力要求の表示を選択している場

合、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、カードの取り出しと再挿入、リブート、またはログオン後に適用

可能です。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

• コンピュータで Windows 2000 が動作している場合、Enter PIN 画面が表示されます（図 6-22 を
参照）。 

• コンピュータで Windows XP が動作している場合、Windows システム トレイの上に、ネット
ワークへのアクセスのためにクレデンシャルの入力を要求するポップアップ メッセージが表
示されます。このメッセージをクリックします。 Enter PIN 画面が表示されます（図 6-22 を参
照）。

図 6-22 Enter PIN 画面

ステップ 2 PIN を入力し、 OK をクリックします。コンピュータはこの後、SIM カードから情報を入手します。

PIN の入力を誤った場合、エラー メッセージが表示されます。

（注） PIN の最大入力試行回数を超えた場合、カードはロックアップします。
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ステップ 3 これで、クライアント アダプタは EAP 認証を行います。認証を検証するには、My Computer、
Control Panel、Network Connections をダブルクリックします。ステータスが Wireless Network

Connection の右側に表示されます。View および Refresh をクリックして、現在のステータスを入手

してください。クライアント アダプタが認証された場合、ステータスは Authentication succeeded に

なります。

（注） 認証がまだ保留状態にあるか、認証サーバが応答できない場合、ACU と Windows XP のシ
ステム トレイ上の Windows Wireless Network Connection アイコンに接続ステータスが示さ
れる場合があります。

コンピュータに PIN が保存されている場合

コンピュータのレジストリに PIN を保存するように選択している場合、EAP 認証プロセスは自動的

に開始し、クライアント アダプタは EAP 認証を行い、保存された PIN を使用して SIM カードにア

クセスします。

（注） この手順は、プロファイル選択、カードの取り出しと再挿入、リブート、またはログオン後に適用

可能です。

（注） 保存された PIN が間違っているために、SIM で拒否された場合、EAP-SIM サプリカントは一時的
にプロンプト モードをデフォルト設定（Ask for my PIN once after I turn my computer on）に変更し、
SIM がロックアップするのを防ぎます。手動で変更している場合を除き、この設定はコンピュータ
の電源を切るまで継続します。SIM Authentication Properties 画面で保存された PIN を変更します。

認証を検証するには、My Computer、Control Panel、Network Connections をダブルクリックしま

す。ステータスが Wireless Network Connection の右側に表示されます。View および Refresh をクリッ

クして、現在のステータスを入手してください。 クライアント アダプタが認証された場合、ステー

タスは Authentication succeeded になります。

（注） 認証がまだ保留状態にあるか、認証サーバが応答できない場合、ACU と Windows XP のシステム
トレイ上の Windows Wireless Network Connection アイコンに接続ステータスが示される場合があり
ます。
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認証プロセスの再実行

クライアント アダプタが指定されたユーザ名とパスワードを使用して認証できずにリトライ制限

を超えると（たとえば、LEAP 認証では、ユーザがシステムからロックアウトされないように試み

られるのは 1 度だけです）、ユーザ名またはパスワードを変更するか、コンピュータをリブートす

るか、あるいはクライアント アダプタを取り出し、再挿入するまで現在のプロファイルは無効で

す。 クライアント アダプタが現在のプロファイルのユーザ名とパスワードを使用して再認証を試

みるようにするには、ACM から、または ACU の Commands ドロップダウン メニューから

Reauthenticate を選択します。
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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）

• ACU 診断ツールに影響するパラメータの設定（P.7-3）

• クライアント アダプタの現在のステータスの表示（P.7-5）

• クライアント アダプタの統計情報の表示（P.7-13）

• LSM（リンク ステータス メーター）の表示（P.7-17）

• RF リンク テストの実行（P.7-19）
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ACU 診断ツールの概要
ACU は、クライアント アダプタをさまざまなタイプのネットワークで使用できるように設定する

ツールのほか、クライアント アダプタと無線ネットワーク上の他のデバイスのパフォーマンスを評

価するツールも提供します。ACU の診断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テータスおよび設定の表示

• 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

• クライアント アダプタの RF リンクのグラフィック表示

• クライアント アダプタ とそれがアソシエートしているアクセス ポイント間の RF リンクのパ
フォーマンスを評価するための RF リンク テストの実行

表 7-1 を使用すると、上記診断ツールを使用する際の手順をすばやく見つけることができます。

表 7-1 診断手順の参照先

診断ツール ページ番号

ステータス P.7-5

統計情報 P.7-13

リンク ステータス メーター P.7-17

RF リンク テスト P.7-19
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ACU 診断ツールに影響するパラメータの設定
いくつかのパラメータは、ACU 診断ツールの動作に影響を与えます。これらのパラメータを設定

する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ACU を開きます。

ステップ 2 Preferences アイコンをクリックするか、Options ドロップダウン メニューから Preferences を選択

します。Aironet Client Utility Preferences 画面が表示されます（図 7-1 を参照）。

図 7-1 Aironet Client Utility Preferences 画面

ステップ 3 表 7-2 は、ACU 診断ツールの動作に影響を与えるパラメータとその説明を示しています。パラメー

タを変更する場合は、表の指示に従ってください。
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ステップ 4 OK をクリックして、変更を保存します。

表 7-2 ACU 診断ツールの動作に影響を与えるパラメータ

パラメータ 説明

Screen Update Timer

（seconds between updates）

Status および Statistics 画面の更新頻度を指定します。編集ボックスに数字を入力するか、ス

ライダを使用してこの値を変更します。

値の範囲： 1～ 60 秒の更新間隔（1 秒単位）

デフォルト： 1 秒

Signal Strength Display 

Units

Status、Linktest、Site Survey 画面で信号強度を表示するために使用する単位を指定します。

デフォルト： Percent

単位 説明

Percent 信号強度をパーセントで表示する。

dBm 信号強度をミリワットを基準としたデジベル値で表示します。

Show History このチェックボックスをオンにすると、クライアント アダプタとそのアソシエート先のアク

セス ポイント間の RF パフォーマンスの最新履歴が、Link Status Meter グラフィック表示に表

示されます。グラフィック表示の黒色のドットは、過去 50 個の信号のパフォーマンスを示し

ます。

デフォルト：オン
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クライアント アダプタの現在のステータスの表示
ACU を使用すると、クライアント アダプタの現在のステータスだけでなく、アダプタの設定の多

くも表示できます。

クライアント アダプタのステータスおよび設定を表示するには、ACU を起動し、Status  アイコン
をクリックするか、Commands ドロップダウン メニューから Status を選択します。Status 画面が表

示されます。図 7-2 は、信号強度の値をパーセントで表した Status 画面であり、図 7-3 は、信号強

度の値を dBm で表した同画面の下部です。 

（注） 現在のプロファイル名が画面上部の括弧内に表示されます。

図 7-2 Status 画面（パーセント表示の信号強度）
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図 7-3 Status 画面の下部（dBm 表示の信号強度）

表 7-3 は、Status 画面に表示される要素とその説明を示しています。

表 7-3 クライアント アダプタ ステータス

ステータス 説明

Device クライアント アダプタ についての記述。

Serial Number クライアント アダプタのシリアル番号。

（注） シリアル番号が表示されるのは、カードに番号がプログラミングされている場合で
す。

Manufacturer クライアント アダプタの製造メーカー。

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。

Boot Block Version クライアント アダプタにインストールされているブート ブロック ファームウェアの現在の

バージョン。ブート ブロック ファームウェアは、クライアント アダプタの識別情報の保持、

無線の起動、およびメイン ファームウェアへの制御の受け渡しを行います。このファーム

ウェアはブート ブロックと異なり、ユーザによる修正やアップグレードが可能です。

NDIS Driver Version コンピュータにインストールされている NDIS デバイス ドライバの現在のバージョン。

Default Profile Profile Manager 画面の Use Selected Profile ドロップダウン ボックスに表示されるネットワー

ク構成（またはプロファイル）。これは、ユーザがアクティブ プロファイルとして選択した

プロファイルです。

（注） 自動プロファイル選択を使用している場合、現在のプロファイルがデフォルト プロ
ファイルと異なることがあります。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維持している間、または 10 秒以内（または LEAP や EAP-FAST
が有効な場合は、認証タイムアウト値によって指定された時間内）に再アソシエート
した場合は、プロファイルを切り替えません。プロファイルの作成方法および使用方
法については、第 4章を参照してください。

Current Profile クライアント アダプタが現在使用しているネットワーク設定（またはプロファイル）。

（注） 自動プロファイル選択を使用している場合、現在のプロファイルがデフォルト プロ
ファイルと異なることがあります。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維持している間、または 10 秒以内（または LEAP や EAP-FAST
が有効な場合は、認証タイムアウト値によって指定された時間内）に再アソシエート
した場合は、プロファイルを切り替えません。プロファイルの作成方法および使用方
法については、第 4章を参照してください。

（注） 現在のプロファイルが不適切な LEAP ユーザ名とパスワードのために無効となった
場合、このフィールドにはプロファイルが Disabled として記載されます。
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Using Short Radio Headers クライアント アダプタが短い無線ヘッダーを実際に使用しているかどうかを示す。

値： Yes または No

（注） この設定は 2.4GHz クライアント アダプタだけで表示されます。

（注） 短い無線ヘッダーの使用方法については、表 5-3 の Use Short Radio Headers パラメー
タを参照してください。

Message Integrity 

CheckMessage Integrity 

Check

メッセージ完全性チェック（MIC）を使用して、クライアント アダプタとアクセス ポイント

間で送受信されたパケットを保護するかどうかを示す。

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、Michael

Message Integrity Check 説明

None MIC は無効になっている。

MMH MIC は有効であり、CKIP とともに使用されている。

Michael MIC は有効であり、WPA および TKIP とともに使用されている。

Server Based 

Authentication

クライアント アダプタがアソシエートしているアクセス ポイントの構成を示す。

値： None、WEP Key In Use、Cell Is Secure、LEAP Authenticated

Server Based 
Authentication

説明

None アクセス ポイントでは No Encryption が設定されている。

WEP Key In Use アクセス ポイントでは Optional 暗号化が設定されている。

Cell Is Secure アクセス ポイントでは Full Encryption が設定されている。

（注） クライアントの現在のプロファイルで Allow Association to
Mixed Cells を有効にしていない場合、クライアントは Full
Encryption を使用しているアクセス ポイントにだけアソ
シエートできます。

LEAP Authenticated クライアントは LEAP を使用していて、WEP と Network-EAP を有

効にしているアクセス ポイントに認証されている。

EAP-FAST Authenticated クライアントは EAP-FAST を使用していて、WEP と Network-EAP

を有効にしているアクセス ポイントに認証されている。

表 7-3 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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Data Encryption Type ユニキャスト パケットに使用される暗号のタイプを示す。

値： None、WEP、TKIP、CKIP

（注） これらの暗号タイプの詳細は、「セキュリティ機能の概要」の項（P.5-18）を参照し
てください。

Authentication Type クライアント アダプタがアクセス ポイントと通信するためにアクセス ポイントと同じ WEP

キーを共有する必要があるか、または WEP の設定に関係なくアクセス ポイントと通信でき

るかを示す。

値： Open、Shared Key

（注） 認証タイプの設定方法については、「ネットワーク セキュリティ パラメータの設定」
の項（P.5-17）を参照してください。

Broadcast Encryption Type ブロードキャスト パケットおよびマルチキャスト パケットに使用される暗号のタイプを示

す。

値： None、WEP、TKIP、または CKIP

（注） これらの暗号タイプの詳細は、「セキュリティ機能の概要」の項（P.5-18）を参照し
てください。

WPA Authentication WPA がクライアント アダプタとアソシエート先のアクセス ポイント上で有効になっている

かどうかを示す。

値： None、WPA

（注） WPA の詳細は、「Wi-Fi Protected Access（WPA）」の項（P.5-23）を参照してください。

Fast Roaming クライアント アダプタ上で高速ローミングが有効になっているかどうかを示す。

値： None、CCKM

（注） 高速ローミングの詳細は、「高速ローミング（CCKM）」の項（P.5-24）を参照してく
ださい。

Antenna Selection クライアント アダプタが現在使用しているアンテナ モード。

値： Diversity、Primary Only、Secondary Only（PCI クライアント アダプタでは Primary

Only オプションだけが選択可能）

（注） この設定は 2.4GHz クライアント アダプタだけで表示されます。

（注） Primary Only、Secondary Only の値は以前、それぞれ Right Only と Left Only という名
称でした。 アンテナ モードの設定方法については、表 5-4 と表 5-5 の Antenna Mode
(Receive) および Antenna Mode (Transmit) パラメータを参照してください。

表 7-3 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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Channel Set クライアント アダプタの現設定の基準となる規制地域（米州など）。日本のチャネル セット

には、Call ID も表示されます。この値はユーザが設定することはできません。

（注） チャネル識別番号、チャネル中心周波数、および各チャネルの規制地域のリストにつ
いては、付録 C を参照してください。

Client Name クライアント アダプタ がアクセス ポイントとアソシエートする際に使用する名前。

（注） クライアント名の設定方法については、表 5-2 の Client Name パラメータを参照して
ください。

MAC Address 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。

IP Address クライアント アダプタの IP アドレス。

Current Link Speed クライアント アダプタが現在データ パケットの送信に使用している速度。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps（2.4GHz クライアント アダプタ）6、9、12、18、24、

36、48、または 54 Mbps（5GHz クライアント アダプタ）

Data Rate クライアント アダプタのデータ パケットの送受信用に設定されている速度。

値： 1、2、5.5、11Mbps、または Auto Rate Selection（2.4GHz クライアント アダプタ）

6、9、12、18、24、36、48、54Mbps、または Auto Rate Selection（5GHz クライア

ント アダプタ）

（注） クライアント アダプタのデータレートの設定方法については、表 5-3 の Data Rate パ
ラメータを参照してください。

Current Power Level クライアント アダプタが現在送信している電力レベル。最大レベルは、クライアント アダプ

タにインストールされている無線、およびアダプタを使用している国の規制機関によって異

なります。

値： 1、5、20、30、50、または 100mW（350 シリーズ クライアント アダプタ）5、10、

20mW（5GHz クライアント アダプタ）

（注） クライアント アダプタの電力レベルの設定方法については、表 5-3 の Transmit Power
パラメータを参照してください。

Available Power Levels クライアント アダプタが送信可能な電力レベル。最大レベルは、クライアント アダプタにイ

ンストールされている無線、およびアダプタを使用している国の規制機関によって異なりま

す。

値： 1、5、20、30、50、または 100mW（350 シリーズ クライアント アダプタ）5、10、

または 20mW（5GHz クライアント アダプタ）

（注） クライアント アダプタの設定可能な電力レベルについては、表 5-3 の Transmit Power
パラメータを参照してください。

表 7-3 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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Channel (Frequency) クライアント アダプタが通信用チャネルとして現在使用している周波数。

値： クライアント アダプタの無線および規制地域により異なる

（注） クライアント アダプタの周波数の選択方法については、表 5-3 の Channel パラメータ
を参照してください。

Status クライアント アダプタの動作モード。

値： Error、Not Associated、Associated、Authenticating、Authenticated、Authentication Failed、

Ad Hoc Mode

SSID クライアント アダプタが現在アソシエートしているネットワークの名前。 

（注） クライアント アダプタの SSID については、表 5-2 の SSID1 パラメータを参照してく
ださい。

Network Type クライアント アダプタが使用されているネットワークのタイプ。

値： Infrastructure または Ad Hoc

（注） ネットワーク タイプの設定方法については、表 5-2 の Network Type パラメータを参
照してください。

Power Save Mode クライアント アダプタの現在の電力消費設定。

値： CAM、Max PSP、Fast PSP

（注） クライアント アダプタのパワー セーブ モードの設定方法については、表 5-2 の Power
Save Mode パラメータを参照してください。

Associated Access Point 

Name

クライアント アダプタがアソシエートしているアクセス ポイントの名前。このフィールドが

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、アクセス

ポイントに名前が設定され、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）。

（注） アクセス ポイント名が 15 文字を超えている場合でも、このフィールドには 15 文字
までしか表示されません。

Associated Access Point IP

Address

クライアント アダプタがアソシエートしているアクセス ポイントの IP アドレス。この

フィールドが表示されるのは、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、アクセス ポイントに IP アドレスが設定され、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）。

（注） Aironet Extensions が無効になっている場合、アソシエートされたアクセス ポイント
の IP アドレスは 0.0.0.0 と表示されます。

表 7-3 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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Associated Access Point 

MAC Address

クライアント アダプタがアソシエートしているアクセス 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 モードの場合にだけ表示されます。

（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 を実行していないアクセス 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 を実行しているアクセス ポイントの場合）が表示
されます。Cisco IOS を実行するアクセス ポイントのイーサネット ポートの MAC ア
ドレスは、デバイスの裏側のラベルに印字されています。

Beacon Period ビーコン パケットの間隔を指定します。ビーコン パケットは、アドホック モードでクライ

アントがお互いを捜す場合に便利です。

値の範囲： 約 20～ 999ms

（注） ビーコン間隔は、クライアント アダプタがアドホック モードの場合にだけ表示され
ます。

Up Time（時間 :分 :秒） クライアント アダプタに電源が投入された後の経過時間（時間 :分 :秒）。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。

Current Signal Strength すべての受信パケットの信号強度。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。

値の範囲： 0～ 100% または -95～ -45dBm

Current Signal Quality

（2.4GHz クライアント ア

ダプタ）

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。

値の範囲： 0～ 100%

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
パーセントで表示するように選択した場合だけです。 詳細は、表 7-2 の Signal Strength
Display Units パラメータを参照してください。

Current Noise Level

（2.4GHz クライアント ア

ダプタ）

2.4GHz 帯域で背景に分布する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～ -45dBm

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
dBm で表示するように選択した場合だけです。 詳細は、表 7-2 の Signal Strength
Display Units パラメータを参照してください。

表 7-3 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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Current Beacons Received

（5GHz クライアント ア

ダプタ）

受信予定のビーコン パケットに対する受信したビーコン パケットの割合。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。

例： アクセス ポイントは、1 秒あたり 10 ビーコンを送信します。その場合、クライア

ント アダプタは、5 秒間で 50 ビーコン パケットを受信すると予想できます。 40 パ

ケットしか受信しない場合、受信されたビーコンの割合は、80% になります。

値の範囲： 0～ 100%

（注） この設定は 5GHz クライアント アダプタだけで表示されます。

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

信号品質の組み合わせで決まります。

値： Not Associated、Poor、Fair、Good、Excellent

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタ（ただし、信号強度を
パーセントで表示するように選択した場合）および 5GHz クライアント アダプタで
す。 詳細は、表 7-2 の Signal Strength Display Units パラメータを参照してください。

Signal to Noise Ratio

（2.4GHz クライアント ア

ダプタ）

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） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
dBm で表示するように選択した場合だけです。 詳細は、表 7-2 の Signal Strength
Display Units パラメータを参照してください。

表 7-3 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

表示します。

クライアント アダプタの統計情報を表示するには、ACU を起動し、Statistics アイコンをクリック

するか、Commands ドロップダウン メニューから Statistics を選択します。 Statistics 画面が表示され

ます（図 7-4）。

（注） 現在のプロファイル名が画面上部の括弧内に表示されます。

（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 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 画面で表
示される統計情報には反映されません。

図 7-4 Statistics 画面
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統計情報は、クライアント アダプタを起動するか、または Reset ボタンを選択した直後から計算さ

れ、Screen Update Timer に指定されたレートで継続的に更新されます。 Screen Update Timer の設定の

変更手順については、表 7-2 を参照してください。

表 7-4 は、クライアント アダプタに対して表示される各統計情報とその説明を示しています。

表 7-4 クライアント アダプタ 統計情報

統計情報 説明

受信統計情報

Multicast Packets Received 正常に受信されたマルチキャスト パケットの数。

Broadcast Packets Received 正常に受信されたブロードキャスト パケットの数。

Unicast Packets Received 正常に受信されたユニキャスト パケットの数。

Bytes Received 正常に受信されたデータのバイト数。

Beacons Received 正常に受信されたビーコン パケットの数。

RM Requests Received 問題なく受信された有効な無線管理（RM）要求フレームの数。

（注） このフィールドは、RM が有効な場合だけ表示されます。

Total Packets Received OK 問題なく受信されたすべてのパケットの数。

Duplicate Packets Received 正常に受信された重複パケットの数。

Overrun Errors 使用可能な受信バッファがないとき（バッファ フルのとき）に受信されたパケットの数。こ

のエラーは通常、ホストの受信パケットの読み取り速度がクライアント アダプタの送信速度

に追いつかない場合に発生します。

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。

PLCP Format Errors CRC エラーのない 802.11 PLCP ヘッダーが受信されたが、ヘッダーに無効な値が含まれるた

め、パケットの残りの部分が無視された回数。

PLCP Length Errors 802.11 PLCP ヘッダーが受信されたが、ヘッダーの長さが無効なため、パケットの残りの部

分が無視された回数。

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。

Partial Packets Received パケット全体が無事受信できなかったため、廃棄されたフラグメントの数。

SSID Mismatches 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しようとしたが、アダプタの

SSID がアクセス ポイントと異なるためにアソシエートできなかった回数。
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AP Mismatches 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しようとしたが、アクセス ポイ

ントがアダプタの指定アクセス ポイントでなかったためにアソシエートできなかった回数。

（注） アクセス ポイントの指定方法については、表 5-4 の Specified Access Point 1 - 4 パラ
メータを参照してください。

Data Rate Mismatches 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しようとしたが、アダプタのデー

タ レートがアクセス ポイントでサポートされていないためにアソシエートできなかった回

数。

（注） サポートされているデータ レートについては、表 5-3 の Data Rate パラメータを参照
してください。

WPA Mismatches WPA 情報の不一致により、アソシエーションが許可されなかったプローブ応答またはビーコ

ンの数。WPA 情報は、アクセス ポイントがサポートしている認証モードおよび暗号を通知

するために送信します。

（注） このフィールドは、WPA が有効な場合だけ表示されます。

Authentication Rejects クライアント アダプタがアクセス ポイントに認証を試みたが拒否された回数。

Authentication Time-out クライアント アダプタがアクセス ポイントに認証を試みたが、アクセス ポイントから時間

内に応答がなかった（タイムアウト）ために認証を得られなかった回数。

Association Rejects 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しようとしたが拒否された回数。

Association Time-out 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しようとしたが、アクセス ポイ

ントから時間内に応答がなかった（タイムアウト）ためにアソシエートできなかった回数。

Packets Aged 問題なく受信されたが、すべてのフラグメントが 10 秒以内に受信されなかったか、あるいは

ホストがアダプタから 10 秒以内にパケットを読み取らなかったために、クライアント アダ

プタで廃棄されたパケットの数。

Packets MIC OK メッセージ完全性チェック（MIC）で確認されて正常に受信されたパケットの数。

（注） このフィールドは、MIC がアクセス ポイントで有効な場合にだけ表示されます。

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。

（注） このフィールドは、MIC がアクセス ポイントで有効な場合にだけ表示されます。

Packets Incorrect MIC MIC が不適切なために廃棄されたパケットの数。 

（注） このフィールドは、MIC がアクセス ポイントで有効な場合にだけ表示されます。

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。

（注） このフィールドは、MIC がアクセス ポイントで有効な場合にだけ表示されます。

Packets Wrong MIC 

Sequence

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。

（注） このフィールドは、MIC がアクセス ポイントで有効な場合にだけ表示されます。

表 7-4 クライアント アダプタ 統計情報（続き）

統計情報 説明
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Up Time

（時間 :分 :秒）

Reset ボタンが選択されてからの経過時間（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。

Total Up Time

（時間 :分 :秒）

クライアント アダプタに電源が投入された後の経過時間（時間 :分 :秒）。Total Up Time は、

Reset ボタンが選択されても継続的に増分されます。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。

送信統計情報

Multicast Packets 

Transmitted

正常に送信されたマルチキャスト パケットの数。

Broadcast Packets 

Transmitted

正常に送信されたブロードキャスト パケットの数。

Unicast Packets 

Transmitted

正常に送信されたユニキャスト パケットの数。

Bytes Transmitted 正常に送信されたデータのバイト数。

Beacons Transmitted 正常に送信されたビーコン パケットの数（アドホック モードのみ）。

RM Reports Transmitted 有効な無線管理（RM）要求への応答として生成および送信された RM 報告フレームの数。

（注） このフィールドは、RM が有効な場合だけ表示されます。

Ack Packets Transmitted 正常に受信されたユニキャスト パケットへの応答として送信された確認応答（Ack）パケッ

トの数。

RTS Packets Transmitted 正常に送信された Request to Send（RTS; 送信要求）パケットの数。

CTS Packets Transmitted 正常に受信された RTS パケットの応答として送信された Clear to Send（CTS; 送信クリア）パ

ケットの数。

Single Collisions 衝突により一度だけ再送信する必要があったパケットの数。

Multiple Collisions 衝突が何度か発生したために、2 度以上再送信する必要があったパケットの数。

Packets No Deferral エネルギー検出またはプロトコル遅延により遅れることなく、すぐに送信できたパケットの

数。

Packets Deferred Protocol 802.11 プロトコルが原因（パケットの送信時間が十分に残っていない場合など）で遅延した

パケットの数。

Packets Deferred Energy 

Detect

RF エネルギーがすでに検出されているために遅延したパケットの数。この状態は通常、パ

ケットを送信している別の無線や、信号を妨害する他の RF ソース（電子レンジなど）によっ

て生じます。

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。

Packets Ack Received 対応する確認応答（Ack）パケットが正常に受信された送信パケットの数。

Packets No Ack Received 対応する確認応答（Ack）パケットが受信されなかった送信パケットの数。

Packets CTS Received RTS パケットへの応答として受信された Clear to Send（CTS）パケットの数。

Packets No CTS Received RTS パケットの応答として CTS パケットが受信されなかったパケットの数。

Packets Aged 5 秒以内に正常に送信されなかったために、クライアント アダプタで廃棄されたパケットの

数。

表 7-4 クライアント アダプタ 統計情報（続き）

統計情報 説明
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LSM（リンク ステータス メーター）の表示
ACU のリンク ステータス メーターを使用して、クライアント アダプタの RF リンクのパフォーマ

ンスを評価できます。このツールを使用してさまざまな場所で RF リンクを評価すると、パフォー

マンスが不十分なエリアを避け、クライアント アダプタとアクセス ポイントとの接続が失われる

リスクを排除できます。

リンク ステータス メーターを 開くには、ACU を起動し、Link Status Meter アイコンをクリックす

るか、Commands ドロップダウン メニューから Link Status Meter を選択します。 Link Status Meter

画面が表示されます（図 7-5）。

（注） 現在のプロファイル名が画面上部の括弧内に表示されます。

図 7-5 Link Status Meter 画面

Link Status Meter 画面には、次の内容がグラフィック表示されます。

• Signal strength：パケット受信時のクライアント アダプタの無線信号の強度。縦軸にパーセン
トで表示されます。

• Signal quality：パケット受信時のクライアント アダプタの無線信号の品質。横軸にパーセント
で表示されます。

信号強度と信号品質を組み合わせた結果は、斜線によって表現されます（図 7-5）。グラフィック表

示での斜線の位置によって、クライアント アダプタとそのアソシエート先のアクセス ポイント間

の RF リンクが弱い、普通、良い、非常に良いのいずれであるかが決まります。クライアント アダ

プタがアソシエートしているアクセス ポイントの名前、IP アドレス、および MAC アドレスが、表

示の下部に示されます。
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（注） アクセス ポイント名と IP 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、アクセス ポイントに名前と IP アドレスが設定され、Aironet Extensions が有
効になっている場合のみです（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
れている必要があります）。

（注） アクセス ポイントの 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 モードで動作している場合だけです。 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 を実行していないアクセス 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 を実行しているアクセス ポイントの場合）が表示
されます。Cisco IOS を実行するアクセス ポイントのイーサネット ポートの MAC アドレスは、デ
バイスの裏側のラベルに印字されています。

（注） 信号強度と信号品質は、ACU の Status 画面にも表示されます。ただし Status 画面では、これらの
データはヒストグラムで表現されます。

クライアント アダプタとそのアソシエート先のアクセス ポイント間の RF パフォーマンスの最新

履歴を表示するには、Aironet Client Utility Preferences 画面で Show History チェックボックスをオン

にします。グラフィック表示の黒色のドットは、過去 50 個の信号のパフォーマンスを示します。
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RF リンク テストの実行
ACU のリンク テスト ツールは PING を送信して RF リンクのパフォーマンスを評価します。この

テストは、ACU の RF Network Properties 画面で設定されているデータ レート（表 5-3 の Data Rate

パラメータ）で、エリア全体のさまざまな場所で複数回実行するように設計されています。リンク

テストの結果を使用して RF ネットワークのカバレッジを決定することで、最終的に必要なアクセ

ス ポイントの数とネットワークにおける配置を決定できます。またこのテストを行うと、パフォー

マンスが不十分なエリアを避けることができるので、クライアント アダプタとアソシエート先のア

クセス ポイントとの接続が失われるリスクを排除できます。

リンク テストは RF レベルよりも上位で実行されるため、2 つのネットワーク デバイス間の RF リ

ンクをテストするだけでなく、ネットワークの有線部分のステータスのチェックや、TCP/IP および

適切なドライバがロードされているかどうかの検証も行います。

RF リンク テストを実行するために必要な前提条件は、次のとおりです。

• TCP/IP プロトコルがシステムにインストールされている。

（注） TCP/IP のインストールおよび設定については、Windows オペレーティング システムの
Help を参照してください。

• アクセス ポイント（アドホック モードの場合は、他のコンピュータ）に IP アドレスが設定さ
れている。

RF リンク テストを実行する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ACU を開き、Link Test アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューから 

Linktest を選択します。 Linktest 画面が表示されます（図 7-6）。

（注） 現在のプロファイル名が画面上部の括弧内に表示されます。
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図 7-6 Linktest 画面

ステップ 2 IP Address of Access Point フィールドに、RF リンク テストの対象とするアクセス ポイントまたは他

の無線デバイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 3 リンク テストは、特定数のパケットの送信を試行するまで実行するか、ユーザが停止するまで実行

するかを設定できます。次のいずれかの手順に従い、リンク テストの実行時間を決定します。

• リンク テスト中に送信するパケットの数を選択します。Number of Packets フィールドに数字を
入力するか、スライダを使用してこの値を設定します（Number of Packets パラメータは、
Continuous Linktest チェックボックスがオンになっている場合は無視されます）。

値の範囲： 1～ 1000

デフォルト：  4

• リンク テストを継続的に実行するには、Continuous Linktest チェックボックスをオンにしま
す。

デフォルト：オフ

ステップ 4 テスト中にアクセス ポイントに送信するデータ パケットのサイズを選択します。Packet Size フィー

ルドに数字を入力するか、スライダを使用してこの値を設定します。

値の範囲： 64～ 2048

デフォルト： 100
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（注） 512 バイトを超えるパケットは、Windows TCP/IP スタックにより断片化（分割）されます。
このため、パケット サイズが 512 バイトを超える場合は、何も欠落しなくても、送信され
るパケットの数と受信されるパケットの数が一致しません。

ステップ 5 Start ボタンをクリックして、リンク テストを実行します。テスト中は統計情報が表示され、定期

的に更新されます。

図 7-7 は、信号強度の値をパーセントで表した Linktest 画面であり、図 7-8 は、信号強度の値を dBm

で表した同画面の下部です。

図 7-7 Linktest 画面（テスト実行中、パーセント表示の信号強度）

図 7-8 Linktest 画面の下部（テスト実行中、dBm 表示の信号強度）
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表 7-5 は、リンク テストの実行中に Linktest 画面に表示される統計情報とその説明を示しています。

表 7-5 Linktest 統計情報

Linktest 統計情報 説明

Packets Received OK 問題なく受信された指定サイズのパケットの数。

Packets Transmitted OK 問題なく送信された指定サイズのパケットの数。

Status クライアント アダプタの動作モード。

値： Error、Configured,、Associated、Not Associated、または Ad Hoc Mode

Current Link Speed クライアント アダプタが現在データ パケットの送信に使用している速度。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps（2.4GHz クライアント アダプタ）6、9、12、18、24、

36、48、または 54Mbps（5GHz クライアント アダプタ）

Associated Access Point 

Name

クライアント アダプタがアソシエートしているアクセス ポイントの名前。このフィールドが

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、アクセス

ポイントに名前が設定され、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）。

（注） アクセス ポイント名が 15 文字を超えている場合でも、このフィールドには 15 文字
までしか表示されません。

Associated Access Point 

MAC Address

クライアント アダプタがアソシエートしているアクセス 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 モードの場合にだけ表示されます。

（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 を実行していないアクセス 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 を実行しているアクセス ポイントの場合）が表示
されます。Cisco IOS を実行するアクセス ポイントのイーサネット ポートの MAC ア
ドレスは、デバイスの裏側のラベルに印字されています。

Current Signal Strength すべての受信パケットの信号強度。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。

値の範囲： 0～ 100% または -95～ -45dBm

Current Signal Quality

（2.4GHz クライアント ア

ダプタ）

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。

値の範囲： 0～ 100%

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
パーセントで表示するように選択した場合だけです。 詳細は、表 7-2 の Signal Strength
Display Units パラメータを参照してください。

Current  Noise Level

（2.4GHz クライアント ア

ダプタ）

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～ -45dBm

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
dBm で表示するように選択した場合だけです。 詳細は、表 7-2 の Signal Strength
Display Units パラメータを参照してください。
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ステップ 6 リンク テストの継続的実行を設定しなかった場合、指定された数のパケットが送信されるとテスト

が終了し、Stop ボタンは Start ボタンに変わります。任意の時点でリンク テストを終了させるには、

Stop、OK、または Cancel をクリックします。

Current Beacons Received

（5GHz クライアント ア

ダプタ）

受信予定のビーコン パケットに対する受信したビーコン パケットの割合。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。

例： アクセス ポイントは、1 秒あたり 10 ビーコンを送信します。その場合、クライア

ント アダプタは、5 秒間で 50 ビーコン パケットを受信すると予想できます。 40 パ

ケットしか受信しない場合、受信されたビーコンの割合は、80% になります。

値の範囲： 0～ 100%

（注） この設定は 5GHz クライアント アダプタだけで表示されます。

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

信号品質の組み合わせで決まります。

値： Not Associated、Poor、Fair、Good、Excellent

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタ（ただし、信号強度を
パーセントで表示するように選択した場合）および 5GHz クライアント アダプタで
す。 詳細は、表 7-2 の Signal Strength Display Units パラメータを参照してください。

Signal to Noise Ratio

（2.4GHz クライアント ア

ダプタ）

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） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
dBm で表示するように選択した場合だけです。詳細は、表 7-2 の Signal Strength Display
Units パラメータを参照してください。

表 7-5 Linktest 統計情報（続き）

Linktest 統計情報 説明
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8

Aironet Client Monitor（ACM）の使用
方法

この章では、Aironet Client Monitor（ACM）を使用してクライアント アダプタに関するステータス

情報にアクセスし、基本的な作業を実行する手順を説明します。

この章では、次の項目について説明します。

• ACM の概要（P.8-2）

• ACM アイコン（P.8-2）

• Tool Tip ウィンドウ（P.8-3）

• ポップアップ メニュー（P.8-5）
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ACM の概要
ACM は、ACU で使用できる機能の一部をまとめたオプション アプリケーションです。具体的に

は、使用しているクライアント アダプタのステータス情報の確認、および基本的な作業の実行が可

能です。ACM には Windows システム トレイのアイコンからアクセスできるため、アクセスしやす

く使いやすくなっています。

ACM のアイコンは、クライアント アダプタがコンピュータにインストールされていて、そのイン

ストールの際に ACM を無効にしなかった場合に表示されます。複数のクライアント アダプタがイ

ンストールされている場合、各アダプタのシステム トレイに ACM アイコンが表示されます。

ACM は次の方法で情報とオプションを提供します。

• アイコン自体の表示

• カーソルをアイコンの上に置いたときに表示されるツール チップ ウィンドウ

• アイコンを右クリックしたときに表示されるポップアップ メニュー

ACM アイコン
ACM アイコンの外観は、クライアント アダプタの接続ステータスを表します。ACM はクライアン

ト アダプタのステータスを読み込み、2 秒おきにアイコンを更新します。表 8-1 に ACM アイコン

のそれぞれの意味を示します。

（注） Windows 2000 および XP では、システム トレイに独自の無線ネットワーク接続のステータス アイ
コンが表示される場合があります。Windows のアイコンをオフにして、ACM アイコンから無線接
続を監視することをお勧めします。

表 8-1 ACM アイコンの意味

アイコン 説明

無線がオフになっている。

アクセス ポイントにアソシエートされている。

アクセス ポイントにアソシエートされているが、ユーザが認証されていない。

アクセス ポイントにアソシエートされ、リンクの品質は Excellent、または Good で

ある。

アクセス ポイントにアソシエートされ、リンクの品質は Fair である。

アクセス ポイントにアソシエートされ、リンクの品質は Poor である。
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Tool Tip ウィンドウ
ACM アイコンの上にカーソルを置くと、Tool Tip ウィンドウが表示されます（図 8-1 を参照）。

図 8-1 Tool Tip ウィンドウ

このウィンドウに、クライアント アダプタの現在のステータス情報が示されます。表 8-2 に、Tool

Tip ウィンドウの各要素と説明を示します。

表 8-2 Tool Tip ウィンドウの要素

ステータス要素 説明

アクティブなプロファイル クライアント アダプタが現在使用しているネットワーク設定（またはプロファイル）。

（注） 自動プロファイル設定が有効になっている場合、「Auto」という語の前にプロファ
イル名が表示されます。

（注） ACU 以外のアプリケーションを使用してクライアント アダプタを設定した場合
は、「Other Configuration Application」が表示されます。

SSID クライアント アダプタが現在アソシエートしているネットワークの名前。

（注） クライアント アダプタの SSID の設定手順については、表 5-2 の SSID1 パラメー
タを参照してください。
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接続のステータス クライアント アダプタの動作モード。

値： Radio Off、Not Associated、Associated、Authenticating、Authenticated、または 

Authentication Failed

Connection Status 説明

Radio Off 無線がオフになっている。

Not Associated アクセス ポイントへの接続が確立されていない。

Associated アクセス ポイントへの接続が確立されている。

Authenticating アクセス ポイントにアソシエートされ、認証プロセスが開始され

たが、まだ成功していない。

Authenticated アクセス ポイントにアソシエートされ、ユーザが認証されてい

る。

Authentication Failed アクセス ポイントにアソシエートされているが、ユーザの認証の

試行に失敗した。

（注） このステータスは表示されてすぐに消えますが、認証の失
敗により最終的にクライアント アダプタのアソシエー
ションが解除された場合は、まったく表示されません。こ
の場合、ステータスは「Not Associated」と表示されます。

リンクの品質 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

度と信号品質の組み合わせで決まります。

値： Excellent、Good、Fair、Poor

リンク速度 クライアント アダプタが現在データ パケットの送信に使用している速度。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps（2.4GHz クライアント アダプタの場合）、6、9、12、

18、24、36、48、または 54Mbps（5GHz クライアント アダプタの場合）

クライアント アダプタのタ

イプ

クライアント アダプタについての記述。

クライアント アダプタの IP

アドレス

クライアント アダプタの IP アドレス。

表 8-2 Tool Tip ウィンドウの要素（続き）

ステータス要素 説明
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ポップアップ メニュー
ACM アイコンを右クリックすると、ACM ポップアップ メニューが表示されます（図 8-2 を参照）。

図 8-2 ACM ポップアップ メニュー

次の項で ACM ポップアップ メニューの各オプションを説明します。

（注） Aironet Client Monitor Preferences 画面を使用している場合、またはシステム管理者が管理ツールを
使って特定の ACM メニューのオプションを無効にしている場合、次のオプションはメニューに表
示されず、選択できません。

About

このオプションを選択すると、About 画面が表示されます（図 8-3 を参照）。

図 8-3 ACM の About 画面

About 画面にはコンピュータで動作中の ACM のバージョンが表示されるほか、この画面からオン

ライン ヘルプにアクセスすることもできます。オンライン ヘルプにアクセスするには、Help ボタ

ンをクリックします。ACM の概要が表示されます。
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Exit

このオプションはすべてのクライアント アダプタで ACM を終了します。

（注） ACM を再度有効にするには、Windows エクスプローラを使用して ACM ソフトウェアがインストー
ルされているパスを探します（デフォルトの場所は、C:¥Program Files¥Cisco Systems¥Aironet Client
Monitor です）。ACUMon.exe をダブルクリックします。

Launch Aironet Client Utility

ACU を起動します。ACU がインストールされている場合にだけ使用できます。Windows システム

トレイに複数の ACM アイコンが表示されている場合、ACU は起動に使われたアイコンに関連付け

られているクライアント アダプタを使用するように自動的に初期化されます。

Troubleshooting

Cisco Wireless LAN Adapter Troubleshooting Utility を起動し、クライアント アダプタで発生した設定

とアソシエーションに関する問題を特定し、解決できるようにします。このユーティリティの使用

方法の詳細は、「トラブルシューティング ユーティリティの使い方」の項（P.10-3）を参照してく

ださい。

Preferences

このオプションを選択すると、Aironet Client Monitor Preferences 画面が表示されます（図 8-4 を参

照）。

図 8-4 Aironet Client Monitor Preferences 画面
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この画面を使用すると、ACM を実行する条件を指定し、ACM ポップアップ メニューに表示される

オプションを選択できます。選択項目は、ACM のすべてのインスタンスに適用されます。たとえ

ば、Troubleshooting オプションの選択を解除すると、ACM アイコンのポップアップ メニューに表

示されなくなります。

選択する手順は次のとおりです。

ステップ 1 Windows が起動したときに ACM が自動的に実行されるようにするには、Run the program 
automatically when Windows starts 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。それ

以外の場合、このチェックボックスをオフにします。

（注） このオプションを選択せず、後で ACM を実行する場合は、Windows エクスプローラを使
用して ACM ソフトウェアがインストールされているパスを探す必要があります（デフォル
トの場所は、C:¥Program Files¥Cisco Systems¥Aironet Client Monitor です）。ACUMon.exe を
ダブルクリックします。

ステップ 2 画面の Menu Options 部分で、ACM ポップアップ メニューに表示するオプションのチェックボック

スがすべてオンになっていることを確認します。オフになっているオプションは、メニューに表示

されません。

（注） Preferences オプションはオフにできません。これは常に ACM ポップアップ メニューに表
示されます。

ステップ 3 OK をクリックして、変更を保存します。

Turn Radio On/Off

このオプションを使用すると、クライアント アダプタの無線のオンとオフを切り替えることができ

ます。 無線をオフにすると、アダプタの RF エネルギーの放出を防げます。次のような状況では、ク

ライアント アダプタの無線をオフにする必要があります。

• データを送信していないときに、バッテリ電源を節約する。

• EAP-SIM 認証が透過的に発生するように設定されている状態（SIM カードがリーダーに差し込
まれたままで、PIN がコンピュータに保存されている状態）で、クライアントが認証を実行で
きるエリアに入ったときに、エアタイムに課金されないようにする。

• 飛行機内でラップトップ PC を使用しているときに、アダプタの送信が特定のデバイスの動作
に干渉することを防止する。

無線がオンの間は、アクセス ポイントにアソシエートされていなくても、定期的にプローブが送信

されます。これは、802.11 規格で要求されている動作です。したがって、RF 妨害を受けやすいデ

バイスの周囲では、無線をオフにしておくことが重要です。

（注） 無線がオフの間、クライアント アダプタはアソシエートされません。



第 8 章      Aironet Client Monitor（ACM）の使用方法
ポップアップ メニュー

8-8
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

（注） コンピュータをスタンバイ モードまたは休止モードにする前、またはコンピュータをリブートす
る前に、クライアント アダプタの無線をオフにした場合、コンピュータが通常動作に復帰しても
無線はオフのままです。無線をオンに戻して動作を再開させる必要があります。

無線がオンの場合、無線をオフにするには Turn Radio Off を選択します。

無線がオフの場合、無線をオンにするには Turn Radio On を選択します。

Reauthenticate

クライアント アダプタが現在のプロファイルで使用されている名前とパスワードを使用して再認

証を試みるように指定します。 

指定されたユーザ名とパスワードを使用してもクライアント アダプタが認証されずにリトライ制

限を超えると（たとえば、LEAP および EAP-FAST 認証では、ユーザがシステムからロックアウト

されずに認証を試すことができるのは 1 度だけです）、ユーザ名またはパスワードを変更するか、コ

ンピュータをリブートするか、クライアント アダプタをいったん取り出して挿入し直すか、または

Reauthenticate オプションを選択するまで現在のプロファイルは無効になります。

Select Profile

クライアント アダプタで有効なプロファイルを選択できます。

（注） EAP-TLS、PEAP、および EAP-SIM がオペレーティング システムで有効になっているため、単に
ACM でプロファイルを切り替えても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 ACM で選択できますが、Windows で特定の認証タイプを
有効にしなければなりません（Windows で Microsoft 802.1X サプリカントを使用していることが条
件です）。また Windows で一度に設定できるのは 1 つの認証タイプだけです。このため、ホスト
ベース EAP を使用する複数のプロファイルが ACM にある状態で、別の認証タイプを使用する場合
は、ACM でプロファイルを切り替えた後で Windows で認証タイプを変更する必要があります。

ACM ポップアップ メニューから Select Profile を選択すると、プロファイルのサブメニューが表示

されます（図 8-5 を参照）。

図 8-5 プロファイル サブメニュー
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このメニューでは、次のオプションから選択できます。

• Use Other Configuration Application：ACU 以外のアプリケーションでクライアント アダプタ
を設定できるようにします。このようなアプリケーションの例として、Windows XP および
Boingo があります。

• Use Auto Profile Selection：自動プロファイル選択の対象となるように ACU で設定されている
プロファイルのリストから、クライアント アダプタのドライバにより、プロファイルが自動的
に選択されます。

クライアント アダプタのアソシエーションが失われている時間が 10 秒間（または、LEAP が
有効な場合は LEAP Settings 画面、EAP-FAST が有効な場合は EAP-FAST Settings 画面の認証タ
イムアウト値で指定された時間）を超えると、プロファイルは、自動プロファイル選択の対象

となっている別のプロファイルに自動的に切り替わります。アダプタは、アクセス ポイントに
アソシエートされている間、または 10 秒以内（または認証タイムアウト値で指定された時間
内）に再アソシエートした場合は、プロファイルを切り替えません。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、新しいプロファイルを選択する必要
があります。

（注） このオプションが使用できるのは、自動プロファイル選択に複数のプロファイルが含ま

れている場合だけです。

（注） 自動プロファイル選択を LEAP または EAP-FAST で使用する場合は、ログイン スクリ
プトは信頼性に欠けます。コンピュータにログインする前またはログインと同時に認証

を実行し、ネットワーク接続を正常に確立すると、ログイン スクリプトが実行されま
す。しかし、コンピュータにログインした後に認証を実行し、ネットワーク接続を正常

に確立した場合は、ログイン スクリプトが実行されません。

• A specific profile：使用可能なプロファイルのリストからプロファイルを選択すると、クライア
ント アダプタはそのプロファイルに設定されているパラメータを使用してアクセス ポイント
との接続を設定しようとします。

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ションに失敗したり、
アソシエーション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

するか、Use Auto Profile Selection を選択する必要があります。

目的のプロファイルをクリックして選択します。プロファイルの横にチェック マークが表示され、

クライアント アダプタは選択されたプロファイルで接続を設定しようと試みます。
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Show Connection Status

このオプションを選択すると、Connections Status 画面が表示されます（図 8-6 を参照）。

図 8-6 Connection Status 画面

この画面にはクライアント アダプタの現在のステータスに関する情報が示されます。表 8-3 に

Connections Status 画面の各要素の意味を示します。

（注） ACM アイコンをダブルクリックしても、Connections Status 画面にアクセスできます。
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表 8-3 Connection Status 画面の要素

ステータス要素 説明

Active Profiles クライアント アダプタが現在使用しているネットワーク設定（またはプロファイル）。

Auto Profile Selection クライアント アダプタが自動プロファイル選択を使用しているかどうかを示します。

値： Enabled または Disabled

Other Configuration 

Application

ACU 以外のアプリケーションがクライアント アダプタの設定に使用されているかどうかを

示します。

値： Enabled または Disabled

Connection Status クライアント アダプタの動作モード。

値： Radio Off、Not Associated、Associated、Authenticating、Authenticated、または 

Authentication Failed

接続のステータス 説明

Radio Off 無線がオフになっている。

Not Associated アクセス ポイントへの接続が確立されていない。

Associated アクセス ポイントへの接続が確立されている。

Authenticating アクセス ポイントにアソシエートされ、認証プロセスが開始された

が、まだ成功していない。

Authenticated アクセス ポイントにアソシエートされ、ユーザが認証されている。

Authentication Failed アクセス ポイントにアソシエートされているが、ユーザの認証の試

行に失敗した。

（注） このステータスは表示されてすぐに消えますが、認証の失敗
により最終的にクライアント アダプタのアソシエーション
が解除された場合は、まったく表示されません。この場合、
ステータスは「Not Associated」と表示されます。

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

信号品質の組み合わせで決まります。

値： Excellent、Good、Fair、Poor

SSID クライアント アダプタが現在アソシエートしているネットワークの名前。 

（注） クライアント アダプタの SSID の設定手順については、表 5-2 の SSID1 パラメータを
参照してください。

Access Point Name クライアント アダプタがアソシエートしているアクセス ポイントの名前。このフィールドが

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、アクセス

ポイントに名前が設定され、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）。

（注） アクセス ポイント名が 15 文字を超えている場合でも、このフィールドには 15 文字
までしか表示されません。
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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。このフィール

ドが表示されるのは、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、アク

セス ポイントに IP アドレスが設定され、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）。

（注） Aironet Extensions が無効になっている場合、アソシエートされたアクセス ポイント
の IP アドレスは 0.0.0.0 と表示されます。

Link Speed クライアント アダプタが現在データ パケットを送信している速度。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps（2.4GHz クライアント アダプタの場合）、6、9、12、18、

24、36、48、または 54Mbps（5GHz クライアント アダプタの場合）

Client Adapter IP Address クライアント アダプタの IP アドレス。

表 8-3 Connection Status 画面の要素（続き）

ステータス要素 説明
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9

慣例手順

この章では、クライアント アダプタに関連する一般的なタスクの手順について説明します。

この章では、次の項目について説明します。

• クライアント アダプタの挿入および取り出し（P.9-2）

• クライアント アダプタ ソフトウェアの手順（P.9-6）

• クライアント アダプタの再起動（P.9-17）

• クライアント アダプタの無線のオン /オフ（P.9-18）

• Quiet モードのオンとオフの切り替え（P.9-19）
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クライアント アダプタの挿入および取り出し
この項では、PC カードと CardBus PC カード、および PCI カードの挿入と取り出しの手順について

説明します。LM カードと mini-PCI カードはコンピューティング デバイスにあらかじめ搭載されて

おり、ユーザによる挿入と取り出しは想定していないので、これらについては説明しません。

注意 これらの手順、およびこれらの手順で説明する物理的な接続は、一般に、従来型の PC カード ス
ロット、CardBus スロット、および PCI 拡張スロットに適用されます。カスタム機器や従来型でな
い機器については、PC カード スロット、CardBus スロット、および PCI 拡張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。

クライアント アダプタの挿入

以降に示すいずれかの手順に従って、PC カード、CardBus PC カード、または PCI カードをコン

ピューティング デバイスに挿入します。

PC カードまたは CardBus PC カードの挿入

ステップ 1 作業を始める前に、カードを確認します。カードの一端は 2 列の 68 ピンの コネクタです。カード

は、PC カード スロットまたは CardBus スロットに対して一方向からだけ挿入できるようになって

います。

（注） PC カード スロットまたは CardBus スロットは、コンピュータのモデルによって、左右どち
らかの側面にあります。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• コンピュータの電源を入れてオペレーティング システムを完全に起動し、この項の残りの手順
に従って PC カードを挿入します。

• コンピュータの電源を切り、この項の残りの手順に従ってカードを挿入し、コンピュータをリ

ブートします。

注意 コンピュータの PC カード スロットまたは CardBus スロットに、カードを無理に押し込まないでく
ださい。無理に押し込むと、カードとスロットの両方を損傷する恐れがあります。カードを容易に

挿入できないときは、カードを取り出してからもう一度挿入してください。

ステップ 3 シスコのロゴを上に向けてカードを持ち、十分な力を込めて、カードが完全に装着されるまで PC

カード スロットまたは CardBus スロットに挿入します（図 9-1 を参照）。
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図 9-1 PC カードまたは CardBus PC カードのコンピューティング デバイスへの挿入

（注） CardBus PC カードのプロファイルは、カードを挿入したスロットに関連付けられます。し
たがって、CardBus PC カードは常に同じスロットに挿入してください。あるいは両方のス
ロットにプロファイルを作成してください。

PCI カードの挿入

ステップ 1 PC とそのすべてのコンポーネントの電源を切ります。

ステップ 2 PC のケースを取り外します。

（注） ほとんどの Pentium PC では、PCI の拡張スロットは白です。スロットの識別方法について
は、ご使用の PC の資料を参照してください。

ステップ 3 空の PCI 拡張スロットの上部にある CPU バック パネルの表面からネジを外します。バック パネル

の金属製のブラケットは、このネジで固定されています。

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

ステップ 4 PCI カードを確認します。 アンテナ コネクタと LED はコンピュータの外側を向いており、ケースを

元に戻したときに見えるようになっています。カードの下端はコネクタになっており、この部分を

コンピュータの空の拡張スロットに挿入します。 図 9-2 を参照してください。

32
61
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図 9-2 PC への PCI カードの挿入

ステップ 5 カードを傾けて、アンテナ コネクタと LED が CPU のバック パネルの開口部に収まるようにしま

す。

ステップ 6 コネクタがしっかり装着されるまで、カードを空の拡張スロットに挿入します。

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

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

ステップ 7 CPU バック パネルのネジをもう一度取り付けて、コンピュータのケースを元に戻します。

ステップ 8 カードのアンテナ コネクタに 2dBi アンテナをしっかりと取り付けます。締めすぎないように注意

してください。

ステップ 9 最適な状態で受信できるように、アンテナを垂直に立てます。

ステップ 10 PC を起動します。

クライアント アダプタの取り出し

以降に示すいずれかの手順に従って、PC カード、CardBus PC カード、または PCI カードをコン

ピューティング デバイスから取り出します（必要な場合）。

PC カードまたは CardBus PC カードの取り出し

正常に取り付けおよび設定が終了している PC カードまたは CardBus PC カードを取り出すには

（ラップトップを搬送する場合など）、コンピュータを完全にシャットダウンし、PC カード スロッ

トまたは CardBus スロットからカードを直接引き抜きます。カードを再び挿入し、コンピュータを

リブートする場合は、ネットワークとの接続を再確立する必要があります。

����

����
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（注） コンピュータをシャットダウンせずに PC カードまたは CardBus PC カードを取り出すには、
Windows システム トレイの Unplug or Eject Hardware アイコンをダブルクリックし、取り出す
Cisco Aironet クライアント アダプタを Hardware デバイスから選択し、Stop をクリックした後、OK
を 2 回クリックします。カードを直接カード スロットから引き出します。

PCI カードの取り出し

PCI クライアント アダプタはデスクトップ コンピュータの内部に取り付けてあり、携帯用として設

計されていないので、よほどの理由がない限り、このアダプタは取り出さないようにしてください。

PCI カードを取り出す必要が生じた場合は、次の手順に従ってください。

ステップ 1 コンピュータを完全にシャットダウンします。

ステップ 2 クライアント アダプタのアンテナを取り外します。

ステップ 3 PC のケースを取り外します。

ステップ 4 CPU バック パネルの表面からネジを外します。CPU バック パネルはクライアント アダプタが挿入

された PCI 拡張スロットの上部にあります。

ステップ 5 クライアント アダプタを強く引き上げてスロットから外し、慎重に傾けて CPU バック パネルの開

口部から取り出します。

ステップ 6 CPU バック パネルのネジをもう一度取り付けて、コンピュータのケースを元に戻します。
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クライアント アダプタ ソフトウェアの手順
この項では、次の各手順について説明します。

• Install Wizard のバージョンの確認（下記を参照）

• 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.9-6）

• クライアント アダプタ ソフトウェアのアンインストール（P.9-6）

• ドライバのバージョンの確認（P.9-9）

• ファームウェアの手順（P.9-9）

• ACU の手順（P.9-14）

• ACM の手順（P.9-17）

Install Wizard のバージョンの確認

クライアント アダプタに現在インストールされている Install Wizard のバージョンを確認する手順

は、次のとおりです。

ステップ 1 Windows Explorer を開きます。

ステップ 2 Install Wizard ファイルを探します。

ステップ 3  IWSetup.exe ファイルを右クリックします。

ステップ 4 Properties をクリックします。

ステップ 5 Version タブをクリックします。File version フィールドに、現在インストールされている Install

Wizard ファイルのバージョンが表示されます。

クライアント アダプタ ソフトウェアのアップグレード

最初にクライアント アダプタ ソフトウェアのインストールに使用したのと同じ手順を、最近の

バージョンへのアップグレードにも使用できます。 クライアント アダプタのソフトウェアのアッ

プグレード手順については、第 3章 を参照してください。

（注） クライアント アダプタのファームウェアは、ACU を通じてアップグレードすることもできます。
詳細は、「ファームウェアのアップグレード」の項（P.9-9）を参照してください。

クライアント アダプタ ソフトウェアのアンインストール

この項では、コンピュータにインストールされている Cisco Aironet クライアント アダプタのドライ

バ、ユーティリティ、セキュリティ モジュールのアンインストールの手順について説明します。ク

ライアント アダプタのファームウェアだけは、インストールされたまま残ります。この手順は、ク

ライアント アダプタ ソフトウェアのインストール済みのコンポーネントをコンピュータから外す

場合、または古いバージョンにダウングレードする場合に必要です。



第 9 章      慣例手順
クライアント アダプタ ソフトウェアの手順

9-7
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

（注） 以前のバージョンのクライアント アダプタ ソフトウェアにダウングレードする場合、次の手順に
従って現在のソフトウェア コンポーネントをアンインストールします。その後で古いソフトウェ
アをインストールします。

（注） クライアント アダプタ ソフトウェアをアンインストールすると、既存のプロファイルは削除され
ます。 後で使用するためにプロファイルを保存する場合は、第 4章 の手順に従ってプロファイルを
エクスポートしてから、ソフトウェア コンポーネントをアンインストールします。

（注） この手順では Windows XP にバンドルされた PC カード ドライバ、LM カード ドライバ、PCI カー
ド ドライバはアンインストールされません。ユーザがアップグレードしたドライバのみがアンイ
ンストールされます。次の手順に従って、アップグレードしたドライバをアンインストールし、

カードをいったん取り出してから挿入し直すと、Windows では元のドライバが検出され、それが自
動的に再インストールされます。

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

• クライアント アダプタをコンピュータから取り外す場合は、コンピュータをシャットダウン
し、クライアント アダプタを取り外し、コンピュータをリブートします。

• クライアント アダプタをコンピュータに挿入したままにする場合、またはクライアント アダ
プタが LM カードまたは mini-PCI カードのため取り外すことができない場合は、ステップ 2 に
進みます。

ステップ 2 Start > Run の順にクリックします。

ステップ 3 Install Wizard ソフトウェアの場所を参照し、IWSetup.exe ファイルをクリックして、Open、OK の

順にクリックします。

Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapter Installation Wizard 画面が表示されます（図 9-3 を参照）。
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図 9-3 Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapter Installation Wizard 画面

ステップ 4 Uninstall All Components を選択し、Next をクリックします。

ステップ 5 選択内容を確認するプロンプトが表示されたら、Yes をクリックします。ファイルをアンインストー

ルするプロセスが開始します。このプロセスでは、コンポーネントがアンインストールされるたび

にそれが通知されます。

ステップ 6 プロンプトが表示されたら、Yes をクリックしてコンピュータをリブートします。

（注） クライアント アダプタ ソフトウェアを正しくアンインストールするために、Yes をクリッ
クしてコンピュータをすぐにリブートしてください。

ステップ 7 コンピュータからクライアント アダプタを取り外していない場合は、コンピュータのリブート後に

Found New Hardware Wizard 画面が表示されます。Cancel をクリックします。

ステップ 8 この手順では Install Wizard ファイルとそれを解凍したファイルは削除されません。コンピュータか

らそれらのファイルを削除する場合は、Windows Explorer を使用してファイルを検索し、削除しま

す。
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ドライバ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 アダプタに現在インストールされているドライバのバージョ

ンを確認します。

ステップ 1 ACU を開きます。

ステップ 2 Status アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューから Status を選択します。

Status 画面の NDIS Driver Version フィールドに、クライアント アダプタの現在のドライバ バージョ

ンが表示されます。

ファームウェアの手順

この項では、次の各手順について説明します。

• ファームウェアのバージョンの確認（下記を参照）

• ファームウェアのアップグレード（下記を参照）

• ドライバがファームウェアをアップグレードしないようにする（P.9-12 を参照）

ファームウェア バージョンの確認

この項の手順に従って、クライアント アダプタに現在インストールされているファームウェアの

バージョンを確認します。

ステップ 1 ACU を開きます。

ステップ 2 Status アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューから Status を選択します。

Status 画面の Firmware Version フィールドに、クライアント アダプタの現在のファームウェア バー

ジョンが表示されます。

ファームウェアのアップグレード

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、コンピュータを 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」の「テクニカル サポート」の項の手順に従って TAC にお問い合わせください。

クライアント アダプタのファームウェアは、Install Wizard か ACU を使用してアップグレードしま

す。ウィザードを使用する場合、ファームウェアは Install Wizard ファイルからロードされ、他のソ

フトウェア コンポーネントとともにインストールされます。ACU を使用する場合、ファームウェ

アはファームウェアだけを収めたイメージ（*.img）ファイルからインストールされます。
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（注） ソフトウェア コンポーネント間の互換性を確実にするために、Install Wizard を使用して他のソフト
ウェア コンポーネントと一緒にファームウェアをアップグレードすることをお勧めします。

Install Wizard の使用

Install Wizard を使用してファームウェアをアップグレードするには、「クライアント アダプタ ソフ

トウェアのインストールまたはアップグレード」の項（P.3-2）の手順に従います。

ACU の使用

（注） ACU を使ってクライアント アダプタのファームウェアをアップグレードする場合、Aironet Client
Utility Preferences 画面上の Automatically Load New Firmware When NDIS Driver Is Update パラメータ
が自動的に無効（オフ）になり、新しくロードされたファームウェアがドライバによって上書きさ

れるのを防ぎます。このパラメータを有効にしたい場合は、チェックボックスを再びオンにする必

要があります。

ACU を使用してファームウェアをアップグレードするには、次の手順に従います。

ステップ 1 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 2 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。 その場合は、Option #1: Aironet Wireless Software Selector を選択し、画面
の指示に従い、ステップ 7 に進みます。

ステップ 3 Cisco Aironet Wireless LAN Client Adapters を選択します。

ステップ 4 Individual Files でクライアント アダプタ ファームウェアを探します。

ステップ 5 クライアント アダプタのモデル番号に対応するリンクをクリックします（たとえば、350 シリーズ

または CB20A）。

ステップ 6 使用しているクライアント アダプタの種類（MPI や CB など）に応じた最新のファームウェア ファ

イルをクリックします。

（注） PC、LM、PCI カード用のファームウェアは PCMCIA-LMC-PCI、mini-PCI カード用のファー
ムウェアは mini PCI または MPI、CardBus PC カード用のファームウェアは CB というラベ
ルがつけられています。

http://www.cisco.com/public/sw-center/sw-wireless.shtml
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（注） 無線ネットワークが EAP 認証を使用する場合、クライアントアダプタが認証を受けようと
するアクセス ポイントは次に示すバージョン以降のファームウェアを使用している必要が
あります。11.23（340 と 350 シリーズ アクセス ポイント）、12.2(4)JA（1100 シリーズ アク
セス ポイント）、または 11.54T（1200 シリーズ アクセス ポイント）。

ステップ 7 暗号化許可フォームに入力し、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 8 ファームウェア ファイルをもう一度クリックしてダウンロードします。

ステップ 9 フロッピー ディスクまたはコンピュータのハード ドライブにファイルを保存します。

ステップ 10 Windows Explorer 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。

（注） ファイルを解凍するには、WinZip Self-Extractor 画面の Browse をクリックしてファイルを
格納するフォルダを選択し、OK、Unzip の順にクリックします。ファイルを解凍した後、
OK をクリックして画面を閉じます。

ステップ 11 クライアント アダプタがコンピュータ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 12 ACU を起動し、Load Firmware アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニュー

から Load New Firmware を選択します。 Load New Firmware 画面が表示されます（図 9-4 を参照）。

図 9-4 Load New Firmware 画面

ステップ 13 Look in ボックスで新しいファームウェアの位置を探します。
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ステップ 14 ファームウェア イメージ ファイル（*.img）をクリックすると、画面下部の File name ボックスにそ

のファイル名が表示されます。

ステップ 15 Open ボタンをクリックします。選択し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

ロードされ、進捗バーが表示されます。

ステップ 16 Firmware Upgrade Complete! というメッセージが表示されたら、OK をクリックします。処理が完了

するかエラーが発生するまで、OK ボタンは選択できません。 エラーが発生した場合は、第 10章の

「エラー メッセージ」の項を参照してください。

ドライバが、ファームウェアをアップグレードしないようにする

Aironet Client Utility Preferences 画面上の Automatically Load New Firmware When NDIS Driver Is

Updated パラメータはドライバにバンドルされているファームウェアに影響しますが、Install Wizard

に含まれているファームウェアには影響しません。このパラメータは、いつロードしたドライバで

あっても、バンドルされているファームウェアをインストールするかどうかを制御します（ドライ

バはクライアント アダプタを挿入するかコンピュータをリブートするたびにロードします）。

（注） この手順を実行する場合、Install Wizard を使用して ACU をインストールしている必要があります。

（注） Automatically Load New Firmware When NDIS Driver Is Updated パラメータは、Install Wizard 中の
Disable Firmware Checking パラメータと機能的に同じです。最後に設定されるパラメータは、ドラ
イバの機能を支配するパラメータです。 詳細は、第 3章を参照してください。

ステップ 1 ACU を開きます。

ステップ 2 Preferences アイコンをクリックするか、Options ドロップダウン メニューから Preferences を選択

します。 Aironet Client Utility Preferences 画面が表示されます（図 9-5 を参照）。
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図 9-5 Aironet Client Utility Preferences 画面

ステップ 3 ドライバがロードされるときに、バンドルされているファームウェアがインストールされないよう

にして、クライアント アダプタが現在のファームウェア バージョンを保持できるようにするには、

Automatically Load New Firmware When NDIS Driver Is Updated 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。

（注） バンドルされているファームウェア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新しいので、ドライバが（ロードするときに）それをインストー

ルするように設定する場合は、Automatically Load New Firmware When NDIS Driver Is
Updated チェックボックスがオンになっていることを確認してください。

（注） ACU を使ってクライアント アダプタのファームウェアをアップグレードする場合、
Automatically Load New Firmware When NDIS Driver Is Updated パラメータは自動的にオフに
なり、新しくロードされたファームウェアをドライバが上書きするのを防ぎます。このパ

ラメータを有効にする場合は、チェックボックスを再びオンにする必要があります。
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（注） Automatically Load New Firmware When NDIS Driver Is Updated パラメータは、無線タイプ（お
よび CardBus PC カード用の CardBus スロット）により異なります。 したがって（CB20A の
代わりに 350 というように）異なるカード タイプのクライアント アダプタを挿入する場合
や異なるスロットに同じ CardBus PC カードを挿入する場合、バンドルされているファーム
ウェアをドライバがインストールするかどうかは、このパラメータ（または Disable Firmware
Checking パラメータ）が最後にこのカード タイプまたはカード スロットに対してどのよう
に設定されたかによって異なります。

ステップ 4 OK をクリックします。

ACU の手順

この項では、次の各手順について説明します。

• ACU の開始（下記を参照）

• ACU の終了（P.9-15を参照）

• ACU のインストールの設定の修正（P.9-15を参照）

• ACU のバージョンの確認（P.9-15を参照）

• デスクトップの ACU アイコンの追加または削除（P.9-16を参照）

• オンライン ヘルプへのアクセス（P.9-16）

ACU の開始

ACU を開始するには、次のいずれかを実行します。

• デスクトップの Aironet Client Utility（ACU）アイコンをダブルクリックします。

• Windows の Start メニューで、インストール時に選択したフォルダから Aironet Client Utility
（ACU） を選択します。デフォルトの設定では、Start > Program Files > Cisco Systems > Aironet

Client Utility (ACU) の順で選択できます。

• My Computer > Control Panel > Aironet Client Utility の順にダブルクリックします。
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ACU の終了

ACU を終了するには、Commands ドロップダウン メニューから Exit を選択します（図 9-6 を参照）。

図 9-6 Commands ドロップダウン メニュー

ACU インストール設定の修正

インストールの間に選択した設定のいずれかを変更する必要がある場合（ACU アイコンをデスク

トップに配置する、または保存された LEAP ユーザ名とパスワードを許可するなど）、Install Wizard

を再び実行してパラメータ値を修正する必要があります。 手順については、第 3章を参照してくだ

さい。

ACU のバージョンの確認

この項の手順に従って、現在インストールされている ACU のバージョンを確認します。

ステップ 1 ACU を開きます。

ステップ 2 About アイコンをクリックするか、Help ドロップダウン メニューから About Aironet Client Utility
オプションを選択します。  About Aironet Client Utility 画面が表示されます（図 9-7 を参照）。
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図 9-7 About Aironet Client Utility 画面

デスクトップの ACU アイコンの追加または削除

デフォルトでは、ACU アイコンは Install Wizard をインストールする際にコンピュータのデスクトッ

プに追加されます。

• デスクトップから ACU アイコンを削除する場合は、再び Install Wizard を実行し、Place Icon on
Desktop パラメータを No に設定するか、アイコンを右クリックして Delete 、Yes の順でクリッ
クして選択を確認します。

• ACU アイコンをデスクトップに追加する場合、Install Wizard で Place Icon on Desktop パラメー
タを Yes に設定します。

オンライン ヘルプへのアクセス

ACU のオンライン ヘルプにアクセスするには、ACU を開きます。次に Help  アイコンをクリック
するか、Help ドロップダウン メニューから Contents を選択します。ACU の概要が表示されます。

Overview of the Aironet Client Utility 画面から、詳細情報を表示できます。

• 特定のメニュー オプションの情報を表示する場合は、Contents をクリックします。Aironet
Client Utility Commands をダブルクリックし、必要なメニュー（Options メニューなど）、およ
び必要な項目（Preference など）をダブルクリックします。

• 特定のパラメータの情報を表示する場合は、Contents をクリックします。Configurable 
Parameters、クライアント アダプタ、パラメータ カテゴリ（System Parameters など）、および
必要なパラメータ（SSID など）をダブルクリックします。

• 特定の診断項目の情報を表示する場合は、Contents をクリックします。Run Time Diagnostic
Information、診断カテゴリ（Running Linktest など）、および必要な項目（Packet Size など）を
ダブルクリックします。

• 特定のトピックを検索するには、Index をクリックし、インデックス エントリを選択して、
Display をクリックします。
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• 特定の語句を検索するには、Contents または Index をクリックし、Find タブをクリックして、
Find Setup Wizard ウィンドウの手順を実行します。

ACM の手順

ACM の使用手順については、第 8章を参照してください。

クライアント アダプタの再起動
ACU では、コンピュータのリブートやアダプタの取り出し /再挿入を行うことなく、クライアント

アダプタを再初期化（つまり再起動）できます。たとえば、クライアント アダプタのスループット

が低い場合に、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、信号の強い別のアクセス ポイントとの再アソシエーションを試みることができ

ます。

（注） クライアント アダプタを再起動すると、無線ネットワーク接続が失われることがあります。

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 を開きます。

ステップ 2 Commands ドロップダウン メニューから Restart Card オプションを選択します（図 9-6 を参照）。

ステップ 3 選択内容を確認するプロンプトが表示されたら、Yes をクリックします。ドライバによってクライ

アント アダプタの無線が停止し、パラメータ設定が変更されていなくても設定が書き込まれた後、

無線が再起動します。ACU 画面の下部にあるステータス バーに、クライアント アダプタのアソシ

エーションが失われ、再アソシエートされたことが表示されます。
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クライアント アダプタの無線のオン /オフ
クライアント アダプタの無線は、オンとオフを切り替えることができます。 無線をオフにすると、

アダプタの RF エネルギーの放出を防げます。クライアント アダプタの無線は次のような状況でオ

フにします。

• データを送信していないときに、バッテリ電源を節約する。

• EAP-SIM 認証が透過的に発生するように設定されている状態（SIM カードがリーダーに差し込
まれたままで、PIN がコンピュータに保存されている状態）で、クライアントが認証を実行で
きるエリアに入ったときに、エアタイムに課金されないようにする。

• 飛行機内でラップトップ PC を使用しているときに、アダプタの送信が特定のデバイスの動作
に干渉することを防止する。

無線がオンの間は、アクセス ポイントにアソシエートされていなくても、定期的にプローブが送信

されます。これは、802.11 規格で要求されている動作です。したがって、RF 妨害を受けやすいデ

バイスの周囲では、無線をオフにしておくことが重要です。

（注） 無線がオフの間は、クライアント アダプタはアソシエートされません。

（注） コンピュータをスタンバイ モードまたは休止モードにする前、またはコンピュータをリブートす
る前に、クライアント アダプタの無線をオフにした場合、コンピュータが通常動作に復帰しても
無線はオフのままです。無線をオンに戻して動作を再開させる必要があります。

ACU または ACM を使用してクライアント アダプタの無線をオンまたはオフにすることができま

す。 ACU の使用方法については下記の手順を、また ACM の使用方法については「Turn Radio On/Off」

の項（P.8-7）を参照してください。

クライアント アダプタの無線がオンの場合は、ACU を起動して、Commands ドロップダウン メ

ニューから Turn Radio Off を選択すると（図 9-6 を参照）無線がオフになります。ACU 画面の下

部にあるステータス バーに、無線がオフに切り替わったことが表示されます。

クライアント アダプタの無線がオフの場合は、ACU を起動して、Commands ドロップダウン メ

ニューから Turn Radio On を選択すると（図 9-6 を参照）無線がオンになります。
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Quiet モードのオンとオフの切り替え
クライアント アダプタの Quiet モード機能はオンとオフを切り替えることができます。Quiet モー

ド機能は、Install Wizard バージョン 1.3 以降に含まれるソフトウェアで利用できます。これをオン

にすることにより、クライアントがアソシエートしているアクセス ポイントがオフになると、その

クライアントは Quiet モードで動作する（パッシブにスキャンまたはリスンする）ようになります。

Queit モードでは、クライアントはアクセス ポイント送信に直接応答する際のみ、無線周波エネル

ギーを生成します。アクセス ポイントがオンに戻ると、ビーコンの送信が開始されます。クライア

ントは、それを検知して応答できます。

Quiet モードがオンの場合、これを無効にするには、ACU を開いて Commands ドロップダウン メ

ニュー（図 9-6 を参照）から Turn Quiet Mode Off を選択します。

Quiet モードがオフの場合、これを有効にするには、ACU を開いて Commands ドロップダウン メ

ニュー（図 9-6 を参照）から Turn Quiet Mode On を選択します。

（注） Quiet モード機能は、プロファイルではなくカード別に適用されます。設定内容はカードごとに異
なることがあります。また、別の ACU セッションになったり、コンピュータがリブートされたり
しても同じ設定が有効なまま維持されます。
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10

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.10-1）

• インジケータ LED の意味（P.10-2）

• クライアント アダプタのトラブルシューティング（P.10-3）

• エラー メッセージ（P.10-12）

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

（注） mini-PCI カードに LED はありません。

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 10-1 は、正常稼動時の LED の状態と意味を説明します。表 10-2 は、エラー時の LED の状態と

意味を説明します。

表 10-1 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 10-2 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「テクニカ

ル サポート」の項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「テクニカル サポート」の項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「テクニカル サポート」の項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。表 10-3 を使用すると、個々のトラブルシューティング情報をすばやく見つけられます。

トラブルシューティング ユーティリティの使い方

Cisco Wireless LAN Adapter Troubleshooting Utility を使用して、クライアント アダプタでの設定およ

びアソシエーションの問題を特定し、解決できます。このユーティリティは、クライアント アダプ

タがインフラストラクチャ モードのときに、アダプタとアクセス ポイントとの接続を評価する場

合にだけ使用されることを意図しています。

次の項のいずれかの手順に従って、ユーティリティを使用したクライアント アダプタの動作の診

断、詳細なレポートのテキスト ファイルへの保存、またはオンライン ヘルプへのアクセスを実行

してください。

クライアント アダプタの動作の診断

ステップ 1 次のいずれかを実行して、トラブルシューティング ユーティリティを起動します。

• ACU を開始し、Options ドロップダウン メニューから Troubleshooting を選択します。

• ACM アイコンを右クリックし、ポップアップ メニューから Troubleshooting を選択します。

Cisco Wireless LAN Adapter Troubleshooting 画面が表示されます（図 10-1 を参照）。

表 10-3 トラブルシューティング情報の探し方

トラブルシューティング情報 ページ番号

トラブルシューティング ユーティリティの使い方 10-3

クライアント アダプタの認識問題 10-7

リソース競合の解決 10-7

アクセス ポイントとのアソシエーションに関する問題 10-9

アクセス ポイントの認証に関する問題 10-10

ネットワークへの接続に関する問題 10-10

ネットワーク接続の優先順位の設定 10-10

Profile Manager 画面の存在しないパラメータ 10-10

Windows Wireless Network Connection アイコンに接続不可が示される

（Windows XP のみ）

10-11

強力なパスワードの作成 10-11
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図 10-1 Cisco Wireless LAN Adapter Troubleshooting 画面

ステップ 2 Start をクリックします。このユーティリティは次の 8 つのテストを連続して実行し、クライアン

ト アダプタの動作をチェックし、具体的な問題があればそれを特定します。

1. ドライバのインストールのチェック

2. クライアント アダプタの挿入のチェック

3. クライアント アダプタの無線のチェック（無線がオンになっているかどうかの確認）

4. クライアント アダプタのアクセス ポイントとのアソシエーションのチェック

5. 認証のチェック

6. 受信割り込みのチェック

7. ネットワーク設定のチェック

8. クライアント アダプタのアクセス ポイントとの接続のチェック

ユーティリティはチェックが終了するか、問題が検出されるまで実行されます。 その後、結果を表

示します（図 10-2 を参照）。
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図 10-2 Cisco Wireless LAN Adapter Troubleshooting 画面（テスト結果を表示）

各テストについて、次のステータス メッセージのいずれかが表示されます。

• GOOD：テストが正常に終了。

• ERROR：クライアント アダプタが正しく設定されず、アクセス ポイントとの接続を確立でき
ないため、テストが失敗。

• WARNING：次のいずれかの理由により、テストが失敗。

－ ユーティリティがクライアントの IP アドレスにアクセスできない。正しい IP アドレスが
入力されていないか、DHCP サーバから IP アドレスが受信されていません。システム管理
者にお問い合わせください。

－ ユーティリティがアクセス ポイントの IP アドレスにアクセスできない。システム管理者
にお問い合わせください。

－ 正確な理由が判断できない。システム管理者にお問い合わせください。

（注） Stop をクリックするといつでもテストを停止できます。停止したテストは、Restart をクリッ
クすると再び実行できます。

（注） クライアント アダプタがアソシエートしていない、または認証されていない場合、自動プ
ロファイル選択が有効になっていれば、ユーティリティは連続的にテストを反復するため、

クライアント アダプタを新しいプロファイルでテストできます。

ステップ 3 詳細な情報を表示するには、Detailed Report をクリックします。各テストの目的と、クライアント
アダプタの結果を説明するレポートが表示されます。
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（注） このレポートには、必要に応じて TAC が問題の分析に使用する有効な情報が含まれていま
す。レポートをテキスト ファイルに保存する場合は、次の項の手順に従います。

ステップ 4 問題が検出された場合、考えられる修正手段をレポートから知ることができます。修正手順に慎重

に従って、トラブルシューティング ユーティリティを再度実行します。

ステップ 5 Close をクリックして、詳細なレポートを終了します。

ステップ 6 Cancel をクリックして、トラブルシューティング ユーティリティを終了します。

詳細なレポートのテキスト ファイルへの保存

詳細なトラブルシューティング レポートをコンピュータのハード ドライブに保存するには、次の

手順に従います。

ステップ 1 詳細レポート画面で Save をクリックします。Save As 画面が表示されます。次の形式のファイル名

が、File name フィールドに自動的に表示されます。TSyymmddhhmm。yymmddhhmm はトラブルシュー

ティング ユーティリティが開始した日付と時間を表します。たとえば、TS0211211230 は、ユーティ

リティが 11/21/02 の 12:30 に開始したことを表します。

（注） ファイル名を変更する場合は、File name フィールドで新しい名前を入力します。

ステップ 2 画面上部の Save in ボックスに、ファイルを保存するコンピュータのハード ドライブ内の場所を指

定します。デフォルトの場所は My Documents です。

（注） 別の場所を指定すると、その新しい場所がその後のデフォルトになります。

ステップ 3 Save をクリックします。ファイルは指定された場所にテキスト ファイルとして保存されます。

オンライン ヘルプへのアクセス

クライアント アダプタに関する一般的なトラブルシューティング情報にアクセスする手順は、次の

とおりです。

ステップ 1 Cisco Wireless LAN Adapter Troubleshooting 画面で Help をクリックします。トラブルシューティン

グ ユーティリティの概要が表示されます。
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ステップ 2 画面の上部の Help Topics をクリックします。Help Topics 画面から追加情報にアクセスできます。

• 特定の項目の情報にアクセスする場合は、Contents ページの Troubleshooting Tips をダブルク
リックし、表示したい項目（Radio LEDs など）、および必要なサブ項目（LED Error Condition
Messages など）をダブルクリックします。

• 特定のトピックを検索するには、Index タブをクリックし、インデックス エントリを選択して、
Display をクリックします。

• 特定の語句を検索するには、Find タブをクリックして、Find Setup Wizard ウィンドウの手順を
実行します。

ステップ 3 Cancel をクリックして、Help Topics 画面を終了します。

クライアント アダプタの認識に関する問題

（注） この項は、mini-PCI カードには適用されません。

クライアント アダプタがコンピュータの PCMCIA アダプタで認識されない場合は、コンピュータ

の BIOS を調べ、PC カード コントローラのモードが PCIC 互換に設定されていることを確認します。

（注） コンピュータの BIOS は、製造メーカーによって異なります。BIOS 関連の問題は、コンピュータ
の製造メーカーに確認してください。

リソース競合の解決

（注） この項は、mini-PCI カードには適用されません。

Windows オペレーティング システムが実行されているコンピュータにクライアント アダプタをイ

ンストールする際にエラーが発生した場合は、別の割り込み要求（IRQ）または I/O 範囲をアダプ

タに指定しなければならない場合があります。

クライアント アダプタのデフォルトの IRQ は IRQ 10 ですが、この値では動作しないシステムもあ

ります。ご使用のオペレーティング システムに応じた手順に従って、使用可能な IRQ を取得して

ください。

アダプタのドライバをインストールする際、インストール スクリプトはスキャンを実行して未使用

の I/O 範囲を探します。ドライバのインストール スクリプトによって検索された I/O 範囲が別のデ

バイスによって占有されているにも関わらず、Windows によって報告されていない場合は、インス

トール時にエラーが発生します。デバイスが物理的には存在しても Windows で有効化されていない

場合には、I/O 範囲が報告されません。ご使用のオペレーティング システムに応じた手順に従って、

使用可能な I/O 範囲を取得してください。
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リソース競合の解決（Windows 2000）

ステップ 1 My Computer、Control Panel、System の順にダブルクリックします。

ステップ 2 Hardware タブ、Device Manager をクリックします。

ステップ 3 Network Adapters、Cisco Systems Wireless LAN Adapter をダブルクリックします。

ステップ 4 General 画面の Device Status フィールドに、リソースに関する問題があるかどうかが表示されます。

問題がある場合は、Resources タブをクリックします。

ステップ 5 Use automatic settings チェックボックスをオフにします。

ステップ 6 Resource Settings または Resource Type で、Input/Output Range をクリックします。

ステップ 7 画面の下部の Conflicting Device を調べます。問題の範囲が別のデバイスによって使用されている場

合は、Change Setting ボタンをクリックします。

ステップ 8 Value ダイアログ ボックスで範囲をスクロールし、別のデバイスと競合していない範囲を選択しま

す。範囲が使用中かどうかは、画面の下部の Conflict Information ウィンドウに示されます。

ステップ 9 OK をクリックします。

ステップ 10 Resource Settings または Resource Type で、Interrupt Request をクリックします。

ステップ 11 画面の下部の Conflicting Device を調べます。問題の IRQ が別のデバイスによって使用されている場

合は、Change Setting ボタンをクリックします。

ステップ 12 Value ダイアログ ボックスで IRQ をスクロールし、別のデバイスと競合していない範囲を選択しま

す。IRQ が使用中かどうかは、画面の下部の Conflict Information ウィンドウに示されます。

ステップ 13 OK をクリックします。

ステップ 14 コンピュータをリブートします。

リソース競合の解決（Windows XP）

（注） これらの手順は、Windows XP のカテゴリ表示ではなく、クラシック表示を使用していることを想
定しています。

ステップ 1 My Computer、Control Panel、および System をダブルクリックします。

ステップ 2 Hardware タブ、Device Manager をクリックします。

ステップ 3 Network Adapters で、Cisco Systems Wireless LAN Adapter をダブルクリックします。
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ステップ 4 General 画面の Device Status フィールドに、リソースに関する問題があるかどうかが表示されます。

問題がある場合は、Resources タブをクリックします。

ステップ 5 Use automatic settings チェックボックスをオフにします。

ステップ 6 Resource Settings で、I/O Range をクリックします。

ステップ 7 画面の下部の Conflicting Device を調べます。問題の範囲が別のデバイスによって使用されている場

合は、Change Setting ボタンをクリックします。

ステップ 8 Value ダイアログ ボックスで範囲をスクロールし、別のデバイスと競合していない範囲を選択しま

す。範囲が使用中かどうかは、画面の下部の Conflict Information ウィンドウに示されます。

ステップ 9 OK をクリックします。

ステップ 10 Resource Settings で、IRQ をクリックします。

ステップ 11 画面の下部の Conflicting Device を調べます。問題の IRQ が別のデバイスによって使用されている場

合は、Change Setting ボタンをクリックします。

ステップ 12 Value ダイアログ ボックスで IRQ をスクロールし、別のデバイスと競合していない範囲を選択しま

す。IRQ が使用中かどうかは、画面の下部の Conflict Information ウィンドウに示されます。

ステップ 13 OK をクリックします。

ステップ 14 コンピュータをリブートします。

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、ワークステーションをアクセス 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 アダプタがコンピュータのクライアント アダプタ スロットに確実に挿入されて
いることを確認します。

• PCI クライアント アダプタを使用している場合は、アンテナが固定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、EAP 認証、WEP の有効化、ネットワーク
タイプ、チャネルなどがあります。

• 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「テクニカル サポート」の項のテクニカル サポート情報を参照してください。
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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 が有効に設定されている場合は、128 ビットの暗

号化を使用するアクセス ポイントに対し、アソシエーションはできても認証を得ることはできませ

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

適切なファームウェア、ドライバ、クライアント ユーティリティ、セキュリティ モジュールをイ

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、ネットワーク プロトコル、追

加の認証情報などが必要な場合があります。

ネットワーク接続の優先順位の設定

複数のネットワーク アダプタを有効にしてある場合（Cisco Aironet クライアント アダプタとイーサ

ネット カードなど）、ネットワーク接続に優先順位を割り当てることで、使用するアダプタを選択

できます。

ネットワークの接続の優先順位を設定する手順は次のとおりです。

ステップ 1 デスクトップの My Network Places アイコンを右クリックします。

ステップ 2 Properties をクリックします。

ステップ 3 画面の上部の Advanced メニュー オプションを選択します。

ステップ 4 Advanced Settings を選択します。ネットワーク接続は、Adapters and Bindings タブの Connections

ボックスに表示されます。

ステップ 5 Connections ボックスの横の矢印を使用して、使用するネットワーク接続を先頭に移動します。

ステップ 6 OK をクリックします。

Profile Manager 画面の存在しないパラメータ

Profile Manager 画面でグレー表示されているパラメータは、システム管理者が管理ツールを使用し

て無効にしたものである可能性があります。この場合、これらのパラメータを選択することはでき

ません。
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Windows Wireless Network Connection アイコンが接続不可を示す場合（Windows XP の
場合）

Windows XP が実行されているコンピュータで、ACU を使用してクライアント アダプタを設定した

場合、無線接続が存在していても、Windows システム トレイの Windows Wireless Network Connection

アイコンに接続不可を示す赤い X が表示されることがあります。この状態は ACU と Windows XP

の無線ネットワーク設定の競合が原因です。Windows のアイコンを無視し、ACM アイコンからク

ライアント アダプタの無線接続のステータスを確認してください。

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。 強力なパスワードを使用すれば

推測しにくいので、不正なアクセス ポイントから攻撃を受けるリスクを最小限に抑えることができ

ます。強力なパスワードを構成するには、次のような点を考慮します。

• 10 文字以上のパスワードとする。

• 大文字と小文字が混在するパスワードとする。

• 数字、または !、#、@、$、% などの英字以外の文字を 1 個以上使用する。

• ユーザ名やユーザ ID を使用しない。

• 辞書（国語または外国語）に掲載されていない単語を使用する。

次に強力なパスワードの例を示します。

• cnw84FriDAY（「Cannot wait for Friday（金曜日が待ち遠しい）」から作成したパスワード）

• 4yosc10cP!（「For your own safety, choose a 10-character password!（安全性のために 10文字のパス
ワードを選択すること）」から作成したパスワード）

（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、PEAP 認証、EAP-SIM 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 10-4 で、目的のエラー 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、常に表示される認証の試みとは関係のない一般的なエラー メッセージを示します。

エラー メッセージ   Bad Firmware Image File (filename)

説明   選択したファームウェア ファイルは破損しているので、クライアント アダプタに送信さ
れません。

推奨処置   別のファームウェア ファイルを選択し、再びロードしてください。

エラー メッセージ   Card Removed at xx:xx

説明   コンピュータからクライアント アダプタが取り出されました。

推奨処置   無線通信を再開するには、クライアント アダプタを再挿入してください。

エラー メッセージ   An error occurred while trying to make the selected profile 
active.

説明   ACM でプロファイルを選択するとエラーが発生しました。

推奨処置   ACU でプロファイルの設定パラメータを確認するか、新しいプロファイルを選択し
ます。

エラー メッセージ   Error Reading filename

説明   ファームウェア ファイルをディスクから読み込む際に、問題が発生しました。

推奨処置   ファームウェア ファイルをフロッピー ディスクまたはコンピュータのハード ドライ
ブにコピーし直して再びロードするか、別のファームウェア ファイルを選択してロードしてく
ださい。

表 10-4 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 10-12

インストール 10-16

LEAP 認証 10-17

EAP-FAST 認証 10-20

PEAP 認証 10-28

EAP-SIM 認証 10-33
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エラー メッセージ   Error Writing to Flash Memory

説明   ファームウェアのフラッシュ中に問題が発生しました。

推奨処置   クライアント アダプタを取り出し、再挿入してください。クライアント アダプタが
正しく動作する場合は、ファームウェアは適切にフラッシュされています。クライアント アダ
プタが動作しないか、不適切に動作する場合は、クライアント アダプタの修理が必要になるこ
とがあります。 「はじめに」の「テクニカル サポート」の項を参照して、TAC にお問い合せく
ださい。

エラー メッセージ   Firmware Incompatible with Hardware

説明   選択したファームウェア ファイルがクライアント アダプタで使用できません。

推奨処置   別のファームウェア ファイルを選択し、再びロードしてください。

エラー メッセージ   Firmware Upgrade Failed

説明   ファームウェアのフラッシュ中に問題が発生しました。

推奨処置   クライアント アダプタを取り出し、再挿入してください。クライアント アダプタが
正しく動作する場合は、ファームウェアは適切にフラッシュされています。クライアント アダ
プタが動作しないか、不適切に動作する場合は、クライアント アダプタの修理が必要になるこ
とがあります。 「はじめに」の「テクニカル サポート」の項を参照して、TAC にお問い合せく
ださい。

エラー メッセージ   The installation will complete and applications will be 
installed when a wireless LAN client adapter is inserted. If an adapter is 
already inserted, remove and reinsert the adapter or reboot the machine.

説明   インストール プログラムは、ほとんどの場合、クライアント アダプタをコンピュータに
挿入せずに実行されます。

推奨処置   コンピュータのクライアント アダプタのスロットにクライアント アダプタを挿入し
ます。インストール プログラムが実行されます。クライアント アダプタがすでにコンピュータ
に挿入されている場合は、アダプタを取り出し、再挿入するか、コンピュータをリブートします。

エラー メッセージ   LEAP support has not been installed on this computer. You will 
not be able to authenticate with this or any other profile configured to use 
LEAP.

説明   LEAP プロファイルが ACM での使用のために選択されていますが、インストール中に
LEAP セキュリティ モジュールが選択されていません。したがって、クライアント アダプタは
このプロファイル（あるいは LEAP に設定された他のプロファイル）を使用して認証できませ
ん。

推奨処置   再びインストール プログラムを実行し、LEAP セキュリティ モジュールを有効にし
ます。

エラー メッセージ   Maximum power save mode will be temporarily disabled while you 
are running this application!

説明   ACU の実行中、クライアント アダプタは Max PSP モードで動作しません。

推奨処置   ユーザのアクションは不要です。ACU の実行中、クライアント アダプタは自動的に
Fast PSP モードで動作します。
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エラー メッセージ   No Cisco Aironet client adapters have been installed on this 
computer.

説明   ACM は起動しましたが、インストールされたクライアント アダプタが見つかりません。

推奨処置   第 3章の手順に従ってクライアント アダプタをインストールします。

エラー メッセージ   No Wireless LAN Client Adapters Found

説明   クライアント アダプタがコンピュータ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。

エラー メッセージ   No Wireless LAN Client Adapters Installed!

説明   クライアント アダプタがコンピュータに挿入されていない状態で、ACU を起動しようと
しました。ACU は、クライアント アダプタに対する読み取りおよび書き込みが必要なため、ア
ダプタが挿入されていないと実行できません。

推奨処置   クライアント アダプタを挿入し、ACU を起動してください。

エラー メッセージ   Please close ACU in order to use it with the Wireless LAN 
Adapter you selected using the System Tray Icon.

説明   1 度に実行できる ACU のインスタンスは 1 つだけです。ACU がすでに実行されている場
合、2 番目のクライアント アダプタで ACU の起動が試みられました。

推奨処置   OK をクリックして、ACU を閉じ、必要なアダプタについて ACU を起動します。

エラー メッセージ   This program is already running.

説明   ACM の別のインスタンスが実行している間に ACM が起動しました。

推奨処置   ユーザのアクションは不要です。ACM の新しいインスタンスは終了します。

エラー メッセージ   Reauthenticate Failed

説明   ACU の Commands ドロップダウン メニューから Reauthenticate オプションが選択されて
いますが、再認証に失敗しました。

推奨処置   ユーザ名とパスワードを再入力し、再び認証を試みるか、別の EAP プロファイルを
選択します。

エラー メッセージ   Restarting the client adapter will cause you to lose your 
network connection. Are you sure you want to restart your client adapter?

説明   ACU の Commands ドロップダウン メニューから、ネットワーク接続が失われる場合があ
る Restart Card オプションが選択されています。

推奨処置   クライアント アダプタを再初期化する場合は、Yes をクリックします。それ以外の
場合は、No をクリックします。
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エラー メッセージ   Unable to Open filename

説明   選択されたファームウェア ファイルが見つかりません。

推奨処置   ファームウェア ファイルをフロッピー ディスクまたはコンピュータのハード ドライ
ブにコピーし直して再びロードするか、別のファームウェア ファイルを選択してロードしてく
ださい。

エラー メッセージ   Wireless Connection Unavailable.（Windows XP の場合）

説明   Windows XP で ACU を使用してクライアント アダプタが設定されましたが、Windows XP
の Use Windows to configure my wireless network settings チェックボックスがオンになっていま
す。このメッセージは、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していても
表示されます。

推奨処置   Windows XP で Use Windows to configure my wireless network settings チェックボック
スをオフにすると、正しいステータスを表示できます。

エラー メッセージ   You cannot run a link test because your client adapter is not 
associated.

説明   クライアント アダプタがアクセス ポイントまたは他の無線デバイスにアソシエートして
いない状態で、リンク テストを実行しようとしました。

推奨処置   クライアント アダプタがアクセス ポイントまたは他の無線デバイスにアソシエート
した後で、リンク テストを実行してください。

エラー メッセージ   You cannot run a link test because your client adapter’s radio 
is turned off.

説明   クライアント アダプタの無線がオフの状態で、リンク テストを実行しようとしました。

推奨処置   Commands ドロップダウン メニューから Radio On を選択してクライアント アダプタ
の無線をオンにした後、リンク テストを実行してください。

エラー メッセージ   You must enter WEP key 1!(Press the "Static WEP Keys" button 
to open the Static WEP Keys dialog box.)

説明   Network Security 画面で静的 WEP が選択されましたが、WEP キーが入力されませんでし
た。

推奨処置   Network Security 画面で Static WEP Keys を選択します。 その後、「新しい静的 WEP
キーの入力」の項（P.5-30）の手順に従って静的 WEP キーを入力します。

エラー メッセージ   You must specify an IP address before running a link test.

説明   RF リンクのテストを行うアクセス ポイントまたは他の無線デバイスの IP アドレスが指
定されていない状態で、リンク テストを実行しようとしました。

推奨処置   Linktest 画面の IP Address of Access Point フィールドに、RF リンク テストを行うアク
セス ポイントまたは他の無線デバイスの IP アドレスを入力してください。
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エラー メッセージ   You need to be an administrator or a user with administrative 
rights to install Aironet Client Utility. Please log on as a different user and 
try again.

説明   管理者権限を持たないユーザが ACU をインストールしようとしました。ACU インストー
ル プログラムは中止されます。

推奨処置   別のユーザとしてログオンし、インストール プロセスを再試行してください。

エラー メッセージ   Your Wireless LAN Adapter is not inserted!

説明   2 つの状況のうちの 1 つが発生しています。 1) クライアント アダプタがコンピュータに挿
入されていない。または、2) ある種類のクライアント アダプタ（たとえば PCM352）が挿入さ
れた状態で ACU が開始され、その後そのアダプタが取り出されて、別の種類のもの（たとえば
CB20A）が挿入された。

推奨処置   次のいずれかを実行します。1) クライアント アダプタが無い場合は、コンピュータ
にそれを挿入する。または、2) ACU をシャットダウンして再起動する。

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   Administrator privileges are required to run the installation. 
Please log in as an administrator to run this installation. Select OK to exit.

説明   Install Wizard を実行するには、管理者権限が必要です。

推奨処置   管理者権限でログインして Install Wizard を再度実行します。

エラー メッセージ   Failed to copy files to hard drive: Aborting now

説明   Install Wizard がファイルをコンピュータのハード ドライブにコピーしようとしてエラー
が発生しました。

推奨処置   お使いのハード ドライブにインストール ファイルをコピーするための十分な空き領
域があるかどうか確認してください。ハード ドライブにインストール ファイルをコピーするた
めの十分な空き領域がある場合は、Install Wizard の新規コピーをダウンロードして実行します。

エラー メッセージ   HardwareList found no drivers to load

説明   ドライバ インストーラでドライバ ファイルが見つからないため、ファイルがコンピュー
タのハード ドライブにコピーできなかったか、またはコピー後に削除されました。

推奨処置   Install Wizard を再度実行してください。

エラー メッセージ   InstallData.txt file not found: aborting now

説明   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   Install Wizard の新規コピーをダウンロードして実行します。
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エラー メッセージ   InstallData.txt has a bad checksum. Please replace it with the 
original.

説明   チェックサムのエラーが発生しました。

推奨処置   Install Wizard の新規コピーをダウンロードして実行します。

エラー メッセージ   An InstallShield process is running. Stop the process or 
reboot.

説明   別の InstallShield アプリケーションが実行中です。複数の InstallShield アプリケーション
を同時に実行すると競合が発生する場合があります。

推奨処置   アプリケーションを終了して個別に実行します。

エラー メッセージ   Invalid configuration binary, aborting now

説明   チェックサムの不具合によりバイナリ設定ファイルが破損しています。

推奨処置   Install Wizard の新規コピーをダウンロードして実行します。

エラー メッセージ   RPC server is not enabled. Please enable RPC service and rerun 
the installation.

説明   Windows 2000 および Windows XP が稼動するコンピュータで実行される Remote Procedure
Call（RPC; リモート プロシージャ コール）サービスが有効に設定されていません。

推奨処置   RPC サービスを有効にして再度 Install Wizard を実行します。

エラー メッセージ   This installation package does not support Windows 95.

説明   サポートされていないオペレーティング システムである Windows 95 が稼働するコン
ピュータでクライアント アダプタをインストールしようとしました。

推奨処置   Windows 2000 または Windows XP が実行されているコンピュータにクライアント ア
ダプタ ソフトウェアをインストールします。

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   The combination of domain name and user name exceeds the maximum 
number of characters (64) that is supported. Please uncheck Include Windows 
Logon Domain with User Name in ACU or use shorter names.

説明   Windows ログイン画面または Enter Wireless Network Password 画面でユーザ名とドメイン
名として入力した文字の組み合わせが、LEAP で許可される最大文字数（64 文字）を超えてい
ます。

推奨処置   次のいずれかを実行します。

－ ACU の LEAP Settings 画面で、Include Windows Logon Domain With User Name チェック
ボックスをオフにします。

－ 文字数の少ないクレデンシャルの組み合わせ（ユーザ名、パスワード、およびドメイン
名）を入力します。
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エラー メッセージ   The current profile does not require any user credentials to 
be entered.

説明   ACU で Manual Login オプションが選択されたにもかかわらず、アクティブ プロファイル
が LEAP 用に設定されていません。LEAP 認証プロセスは中止されます。

推奨処置   クライアント アダプタで LEAP 認証を行うには、LEAP 用に設定されたプロファイル
を選択してください。

エラー メッセージ   The password entered exceeds the maximum number of characters 
(32) that is supported. Please use a shorter password.

説明   入力したパスワードが LEAP でサポートされる最大文字数、32 文字を超えています。

推奨処置   32 文字以下になるように注意して、パスワードを再入力します。

エラー メッセージ   The profile will be disabled until you select the 
Reauthenticate option, log off and on, reboot your system, or eject and reinsert 
the client adapter. Are you sure?

説明   現在のプロファイルのユーザ名とパスワードが期限切れ、または無効となっています。新
しいユーザ名とパスワードの入力を要求するプロンプトが表示された Enter Wireless Network
Password 画面が表示されたときに、Cancel を選択しました。後で誤って認証が行われるのを防
ぐために、プロファイルが無効にされています。

推奨処置   No をクリックし、Enter Wireless Network Password 画面が再表示されたら新しいユー
ザ名とパスワードを入力し、OK をクリックしてください。 クライアント アダプタでは新しいク
レデンシャルを使用して認証が行われます。プロファイルで保存されたクレデンシャルが使用
されている場合は、ACU で LEAP Settings 画面のユーザ名とパスワードを変更することでプロ
ファイルを編集し、その変更を保存してください。Yes をクリックした場合、ACM または ACU
の Commands ドロップダウン メニューから Reauthenticate を選択するか、いったんログオフし
てからログオンし直すか、システムをリブートするか、カードをいったん取り出して挿入し直
すまでプロファイルは無効です。

注意 バックエンド サーバで認証の試行の失敗が限られた回数しか許可されないように設定されている
場合、無効なユーザ クレデンシャルの組み合わせで認証を試み続けると、ユーザ アカウントがロッ
クされる場合があります。

エラー メッセージ   A recently installed program has disabled the Welcome screen 
and Fast User Switching. To restore these features, you must uninstall the 
program. The following file name might help you identify the program that made 
the change:cswGina.dll.（Windows XP の場合）

説明   Windows XP が動作するコンピュータで、インストール時に LEAP セキュリティ モジュー
ルが選択されました。その後、Windows XP の User Accounts で Change the Way Users Log On or
Off オプションが選択されました。

推奨処置   インストール時に LEAP セキュリティ モジュールが選択されている場合、Windows
XP の高速ユーザ切り替え機能を使用できません。高速ユーザ切り替え機能を使用し、LEAP を
使用しない場合、インストール プログラムを再び実行し、LEAP セキュリティ モジュールを選
択解除してください。
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エラー メッセージ   The saved user name and password entered for this profile are 
no longer valid and have failed LEAP authentication. Enter a new user name and 
password. Remember to change them permanently in the profile using Aironet 
Client Utility’s Profile Manager.

説明   保存されたクレデンシャルを使用している現在のプロファイルのユーザ名とパスワード
が期限切れまたは無効であるため、クライアント アダプタは LEAP 認証できません。

推奨処置   Enter Wireless Network Password 画面が表示されたら、新しいユーザ名とパスワードを
入力し、OK をクリックします。 クライアント アダプタでは新しいクレデンシャルを使用して認
証が行われます。LEAP Settings 画面のユーザ名とパスワードを変更することで ACU のプロファ
イルを編集し、その変更を保存してください。

エラー メッセージ   The system timed out while attempting to authenticate the 
wireless user. You can increase the LEAP timeout value for this profile and try 
again. If authentication continues to time out, it can indicate that a portion 
of the network is down. Do you want to try this profile again?

説明   クライアント アダプタは、LEAP 認証タイムアウト値で指定された時間以内に LEAP 認証
を実行できませんでした。

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には Yes をクリックし、操作をキャ
ンセルするには No をクリックします。それでも認証に失敗する場合は、LEAP Settings 画面で
認証のタイムアウト値を大きくし、再度試みてください。

エラー メッセージ   The user name and password entered are no longer valid and have 
failed LEAP authentication. Please enter a new user name and password.

説明   現在のプロファイルのユーザ名とパスワードが期限切れまたは無効であるため、クライア
ント アダプタは LEAP 認証できません。

推奨処置   Enter Wireless Network Password 画面が表示されたら、新しいユーザ名とパスワードを
入力し、OK をクリックします。 クライアント アダプタでは新しいクレデンシャルを使用して認
証が行われます。

エラー メッセージ   The user name entered is not valid.

説明   入力したユーザ名が無効です。

推奨処置   ユーザ名を再入力してください。

エラー メッセージ   The user name exceeds the maximum number of characters (64) 
that is supported.

説明   入力したユーザ名が LEAP でサポートされる最大文字数、64 文字を超えています。

推奨処置   64 文字以下になるように注意して、ユーザ名を再入力します。

エラー メッセージ   The wireless adapter doesn’t support LEAP. Please make sure 
that you have installed the correct client adapter and updated your adapter’s 
firmware.

説明   クライアント アダプタのファームウェアで LEAP がサポートされていないため、LEAP 認
証が失敗しました。

推奨処置   正しいクライアント アダプタをインストールし、Install Wizard ファイル内のファー
ムウェアを使用していることを確認します。
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エラー メッセージ   Wireless authentication failed. Re-enter your username and 
password.

説明   LEAP 認証に失敗しました。

推奨処置   次のいずれかを実行します。

－ LEAP ユーザ名とパスワードを再入力するか、LEAP 認証をキャンセルしてください。

－ 新たな LEAP 認証プロセスを開始するには、ACM または ACU の Commands ドロップダウ
ン メニューから Reauthenticate を選択するか、いったんログオフしてからログインし直す
か、ACU の Commands ドロップダウン メニューから Manual Login を選択します。

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   The AP (MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx) failed to authenticate itself 
while attempting to provide you with a valid credential. This can indicate an 
attack on your password. Using a strong password will reduce the chance of your 
password being compromised. If this failure happens again, contact your system 
administrator to report a rogue access point. Try again with your current 
password?

説明   PAC をプロビジョニングしようとして、アクセス ポイントが認証に失敗しました。不正
なアクセス ポイントからパスワードへの攻撃を受けた可能性があります。

推奨処置   現在のパスワードを使用して再度認証を試みるには Yes をクリックし、操作をキャ
ンセルするには No をクリックします。それでも認証に失敗した場合は、不正なアクセス ポイ
ントの可能性についてシステム管理者に報告してください。以後はパスワードが脅かされる危
険を減らすために強力なパスワードを使用してください。 強力なパスワードの作成に関するヒ
ントについては、「強力なパスワードの作成」の項（P.10-11）を参照してください。

エラー メッセージ   The AP (MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx) timed out while attempting to 
provide you with a valid credential. This can indicate an attack on your 
password.Using a strong password will reduce the chance of your password being 
compromised. If this timeout happens again, contact your system administrator 
to report a potential rogue access point. Try again with your current password?

説明   PAC をプロビジョニングしようとして、アクセス ポイントがタイムアウトしました。サー
バの停止や無線の到達範囲外にいることが原因として考えられるほか、不正なアクセス ポイン
トからパスワードへの攻撃を受けた可能性もあります。

推奨処置   現在のパスワードを使用して再度認証を試みるには Yes をクリックし、操作をキャ
ンセルするには No をクリックします。それでもタイムアウトが発生する場合は、不正なアクセ
ス ポイントの可能性についてシステム管理者に報告してください。以後はパスワードが脅かさ
れる危険を減らすために強力なパスワードを使用してください。 強力なパスワードの作成に関
するヒントについては、「強力なパスワードの作成」の項（P.10-11）を参照してください。
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エラー メッセージ   The combination of domain name and user name exceeds the maximum 
number of characters (64) that is supported. Please uncheck Include Windows 
Logon Domain with User Name in ACU or use shorter names.

説明   Windows ログイン画面または Enter Wireless Network Password 画面でユーザ名とドメイン
名として入力した文字の組み合わせが、EAP-FAST で許可される最大文字数（64 文字）を超え
ています。

推奨処置   次のいずれかを実行します。

－ ACU の EAP-FAST Settings 画面で、Include Windows Logon Domain With User Name チェッ
クボックスをオフにします。

－ 文字数の少ないクレデンシャルの組み合わせ（ユーザ名、パスワード、およびドメイン
名）を入力します。

エラー メッセージ   Could not find a valid credential for username xxx. Re-enter 
your username. If the username is correct, use Aironet Client Utility to 
manually import a credential (e.g., PAC) file or turn on “Allow Automatic PAC 
Provisioning for This Profile.”

説明   ユーザ名に対する有効な PACが見つかりません。

推奨処置   OK をクリックします。 続いて、次のいずれかを実行します。

－ ユーザ名を再入力します。

－ ユーザ名が正しい場合、ACU の EAP-FAST 画面で自動 PAC プロビジョニングを有効にす
るか、PAC ファイルをインポートします。

エラー メッセージ   The credential authority listed in your profile (xxx) does not 
match the server to which you are trying to connect. There is a matching 
credential authority on your system (yyy). Use this matching credential 
authority and save it to the profile?

説明   このプロファイル向けに選択した PAC が、クライアント アダプタに接続されているサー
バと一致しません。しかし、PAC データベースには、一致する PAC が見つかりました。

推奨処置   一致する PAC を使用してプロファイルを更新するには Yes をクリックします。操作
をキャンセルし、プロファイルを現在のままにしておくには No をクリックします。No をクリッ
クした場合、このクライアント アダプタでは現在のプロファイルを使用した認証はできません。

エラー メッセージ   The current profile does not require any user credentials to 
be entered.

説明   ACU で Manual Login オプションが選択されたにもかかわらず、アクティブ プロファイル
が EAP-FAST 用に設定されていません。EAP-FAST 認証プロセスは中止されます。

推奨処置   クライアント アダプタで EAP 認証を行うには、EAP-FAST 用に設定されたプロファ
イルを選択してください。

エラー メッセージ   The entered passwords do not match.

説明   Change Password 画面の New Password フィールドと Confirm New Password フィールドに、
異なる値を入力しています。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。
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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 ファイルのインポートをもう一度試してください。それでも同じメッセージが
表示される場合は、新しい PAC ファイルをシステム管理者から入手し、EAP-FAST Settings 画面
を使用してそれをインポートします。

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 ファイルのインポートをもう一度試してください。それでも同じメッセージが
表示される場合は、新しい PAC ファイルをシステム管理者から入手し、EAP-FAST Settings 画面
を使用してそれをインポートします。

エラー メッセージ   An error was encountered while changing your password. Please 
try again.

説明   EAP-FAST パスワードを変更しようとして、エラーが発生しました。

推奨処置   Change Password 画面にパスワードをもう一度入力します。

エラー メッセージ   The 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   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しよ
うとしました。

推奨処置   インポートするファイル内の新しい PAC で既存の PAC を置き換えるには Yes をク
リックし、操作をキャンセルするには No をクリックします。

エラー メッセージ   The 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 ファイルのインポートをもう一度試してください。それでも同じメッセージが
表示される場合は、新しい PAC ファイルをシステム管理者から入手し、EAP-FAST Settings 画面
を使用してそれをインポートします。

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た PAC ファイルのフォーマットが正しくないか、ファイルを復号
化できません。

推奨処置   PAC ファイルのインポートをもう一度試してください。それでも同じメッセージが
表示される場合は、新しい PAC ファイルをシステム管理者から入手し、EAP-FAST Settings 画面
を使用してそれをインポートします。

エラー メッセージ   In order to correctly update your local account with the new 
password, log out and then in using your new password.

説明   ログインに使用した新しいパスワードは、Windows で認識できませんでした。

推奨処置   ログアウトします。 その後、新しいパスワードを使用してログインし直します。
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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 ファイルのインポートをもう一度試してください。それでも同じメッセージが
表示される場合は、新しい PAC ファイルをシステム管理者から入手し、EAP-FAST Settings 画面
を使用してそれをインポートします。

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 ファイルのインポートをもう一度試してください。それでも同じメッセージが
表示される場合は、新しい PAC ファイルをシステム管理者から入手し、EAP-FAST Settings 画面
を使用してそれをインポートします。

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。正しく読み込
まれなかった PAC ファイルがある可能性があります。

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、EAP-FAST Settings 画面を使用し
てそれをインポートしてください。

エラー メッセージ   The old password does not match the password previously 
entered.

説明   Change Password 画面の Old Password フィールドに入力したパスワードが、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。

エラー メッセージ   The PAC Authority selection was reset due to a change in the 
settings.

説明   グローバルまたはユーザ単位の PAC 機関を表示するかどうかを制御している設定のいず
れかが変更されました。つまり、Use Saved User Name オプションまたは No Network Connection
Unless User Is Logged In チェックボックスの設定が変更されています。現在選択されている PAC
機関には、別のリストにプロビジョニングされている PAC がありません。

たとえば、No Network Connection Unless User Is Logged チェックボックスをオンからオフに変更
した場合、 PAC authority ドロップダウン リストはユーザ単位からグローバルに変更されます。
ユーザ単位のリストで PAC 機関として XYZ を選択していても、グローバルなリストの XYZ で
PAC をプロビジョニングしていなければ、リストがグローバルに切り替わると、PAC 機関は
None に設定され、このメッセージが表示されます。

推奨処置   PAC 機関が None に設定されている場合は、変更した設定を前の値に戻して PAC
authority リストを元の状態（ユーザ単位またはグローバル）に維持するか、新しい PAC ファイ
ルをインポートします。

エラー メッセージ   The PAC file you are about to import will be made accessible 
to all users of this system.Do you wish to continue?

説明   グローバル PAC 用に設定されたプロファイルに対して PAC ファイルをインポートしまし
た。 グローバル PAC が有効になるのは、Use Saved User Name and Password オプションを選択し
た場合、EAP-FAST Settings 画面の No Network Connection Unless User Is Logged In チェックボッ
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クスをオフにした場合、Novell Network ログイン プロンプト、または EAP-FAST サプリカント
とクレデンシャルを共有しないその他のサードパーティ製ログイン アプリケーションを使用し
ている場合のいずれかです。

推奨処置   システムのユーザすべてがアクセスできる PAC ファイルをインポートする場合は
Yes をクリックし、操作をキャンセルするには No をクリックします。

エラー メッセージ   The password entered exceeds the maximum number of characters 
(32) that is supported. Please use a shorter password.

説明   入力したパスワードが EAP-FAST でサポートされる最大文字数、32 文字を超えています。

推奨処置   32 文字以下になるように注意して、パスワードを再入力します。

エラー メッセージ   The profile will be disabled until you select the 
Reauthenticate option, log off and on, reboot your system, or eject and reinsert 
the client adapter.Are you sure?

説明   現在のプロファイルのユーザ名とパスワードが期限切れ、または無効となっています。新
しいユーザ名とパスワードの入力を要求するプロンプトが表示された Enter Wireless Network
Password 画面が表示されたときに、Cancel を選択しました。後で誤って認証が行われるのを防
ぐために、プロファイルが無効にされています。

推奨処置   No をクリックし、Enter Wireless Network Password 画面が再表示されたら新しいユー
ザ名とパスワードを入力し、OK をクリックしてください。 クライアント アダプタでは新しいク
レデンシャルを使用して認証が行われます。プロファイルで保存されたクレデンシャルが使用
されている場合は、ACU で EAP-FAST Settings 画面のユーザ名とパスワードを変更することで
プロファイルを編集し、その変更を保存してください。Yes をクリックした場合、ACM または
ACU の Commands ドロップダウン メニューから Reauthenticate を選択するか、いったんログオ
フしてからログオンし直すか、システムをリブートするか、カードをいったん取り出して挿入
し直すまでプロファイルは無効です。

注意 バックエンド サーバで認証の試行の失敗が限られた回数しか許可されないように設定されている
場合、無効なユーザ クレデンシャルの組み合わせで認証を試み続けると、ユーザ アカウントがロッ
クされる場合があります。

エラー メッセージ   The profile will be disabled until you select the 
Reauthenticate option, reboot your system, or eject and reinsert the client 
adapter. Are you sure?

説明   現在のプロファイルのユーザ名とパスワードが期限切れ、または無効となっています。新
しいユーザ名とパスワードの入力を要求するプロンプトが表示された Enter Wireless Network
Password 画面が表示されたときに、Cancel を選択しました。後で誤って認証が行われるのを防
ぐために、プロファイルが無効にされています。

推奨処置   No をクリックし、Enter Wireless Network Password 画面が再表示されたら新しいユー
ザ名とパスワードを入力し、OK をクリックしてください。 クライアント アダプタでは新しいク
レデンシャルを使用して認証が行われます。プロファイルで保存されたクレデンシャルが使用
されている場合は、ACU で EAP-FAST Settings 画面のユーザ名とパスワードを変更することで
プロファイルを編集し、その変更を保存してください。Yes をクリックした場合、ACM または
ACU の Commands ドロップダウン メニューから Reauthenticate を選択するか、システムをリ
ブートするか、いったんカードを取り出して挿入し直すまでプロファイルは無効です。
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注意 バックエンド サーバで認証の試行の失敗が限られた回数しか許可されないように設定されている
場合、無効なユーザ クレデンシャルの組み合わせで認証を試み続けると、ユーザ アカウントがロッ
クされる場合があります。

エラー メッセージ   A recently installed program has disabled the Welcome screen 
and Fast User Switching. To restore these features, you must uninstall the 
program.　The following file name might help you identify the program that made 
the change:cswGina.dll.（Windows XP の場合）

説明   Windows XP が動作するコンピュータで、インストール時に EAP-FAST セキュリティ モ
ジュールが選択されました。その後、Windows XP の User Accounts で Change the Way Users Log
On or Off オプションが選択されました。

推奨処置   インストール時に EAP-FAST セキュリティ モジュールが選択されている場合、
Windows XP の高速ユーザ切り替え機能を使用できません。高速ユーザ切り替え機能を使用し、
EAP-FAST を使用しない場合、インストール プログラムを再び実行し、EAP-FAST セキュリティ
モジュールを選択解除してください。

エラー メッセージ   Registration requires that this device be initialized with a 
new security credential. Do you wish to obtain a security credential?

説明   有効な PAC が見つからなかったため、クライアント アダプタの認証が失敗しました。

推奨処置   既存のクレデンシャルを使用してこのサーバに新しい PAC をプロビジョニングする
には Yes をクリックし、操作をキャンセルするには No をクリックします。No をクリックした
場合、このクライアント アダプタでは現在のプロファイルを使用した認証はできません。

エラー メッセージ   Registration requires that this device be initialized with a 
security credential, but the attempt to issue a valid credential has failed. 
Contact your administrator.

説明   PAC のプロビジョニングが失敗しました。サーバ設定上の問題が原因であることが考え
られます。このプロファイルに対し、PAC はプロビジョニングされませんでした。

推奨処置   詳細は、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   The system timed out while attempting to authenticate the 
wireless user. You can increase the EAP-FAST timeout value for this profile and 
try again. If authentication continues to time out, it can indicate that a 
portion of the network is down. Do you want to try this profile again?

説明   クライアント アダプタは、EAP-FAST 認証タイムアウト値で指定された時間以内に EAP
認証を実行できませんでした。

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には Yes をクリックし、操作をキャ
ンセルするには No をクリックします。それでも認証に失敗する場合は、EAP-FAST Settings 画
面で認証のタイムアウト値を大きくし、再度試みてください。
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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。正しく読み込
まれなかった PAC ファイルがある可能性があります。

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、EAP-FAST Settings 画面を使用し
てそれをインポートしてください。

エラー メッセージ   The user name entered is not valid.

説明   入力したユーザ名が無効です。

推奨処置   ユーザ名を再入力してください。

エラー メッセージ   The user name exceeds the maximum number of characters (64) 
that is supported.

説明   入力したユーザ名が EAP-FAST でサポートされる最大文字数、64 文字を超えています。

推奨処置   64 文字以下になるように注意して、ユーザ名を再入力します。

エラー メッセージ   The wireless adapter doesn’t support EAP-FAST. Please make sure 
that you have installed the correct client adapter and updated your adapter’s 
firmware.

説明   クライアント アダプタのファームウェアで EAP-FAST がサポートされていないため、
EAP-FAST 認証が失敗しました。

推奨処置   正しいクライアント アダプタがインストールされていること、および Install Wizard
バージョン 1.3 以降でインストールされるファームウェアが使用されていることを確認します。

エラー メッセージ   Wireless authentication failed.Re-enter your username and 
password. Warning: If you are sure that you have typed in the right user name 
and password, you may have connected to a rogue AP. This can indicate an attack 
on your password. Using a strong password will reduce the chance of your 
password being compromised. If this failure happens again, contact your system 
administrator to report a potential rogue access point (MAC 00:40:96:e2:b1:78).

説明   正しくないユーザ クレデンシャルが入力されたか、プロビジョニング済みの PAC とユー
ザ名が一致しないため、クライアント アダプタの認証が失敗しました。

推奨処置   OK をクリックした後、次のいずれかを実行します。

－ 正しいクレデンシャルを入力している場合は、不正なアクセス ポイントの可能性について
システム管理者に報告してください。以後はパスワードが脅かされる危険を減らすために

強力なパスワードを使用してください。 強力なパスワードの作成に関するヒントについて
は、「強力なパスワードの作成」の項（P.10-11）を参照してください。

－ 正しくないクレデンシャルを入力していた場合は、Enter Wireless Network Password 画面で
正しい EAP-FAST クレデンシャルを入力し直します。

－ プロビジョニング済みの PAC とユーザ名が一致しない場合、このプロファイルに対して自
動プロビジョニングが有効になっていると、次のメッセージが表示されます。「You do not
appear to be registered with the authentication server. Registration requires that this device be
initialized with a security credential. Do you wish to obtain a security credential?」このメッセージ
の下に表示される処置のいずれかを実行します。
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－ プロビジョニング済みの PAC とユーザ名が一致しない場合、このプロファイルに対して手
動プロビジョニングが有効になっていれば、ACU の EAP-FAST Settings 画面を使用して自
動 PAC プロビジョニングを有効にするか、PAC ファイルをインポートします。

（注） 新たな EAP-FAST 認証プロセスを開始するには、ACM または ACU の Commands ドロッ
プダウン メニューから Reauthenticate を選択するか、いったんログオフしてログイン
し直すか、ACU の Commands ドロップダウン メニューから Manual Login を選択しま
す。

エラー メッセージ   You do not appear to be registered with the authentication 
server. Registration requires that this device be initialized with a security 
credential. Do you wish to obtain a security credential?

説明   このプロファイルに対して自動 PAC プロビジョニングが有効になっています。しかし、
クライアント アダプタに接続されているサーバに一致する有効な PAC が見つかりません。 

推奨処置   既存のクレデンシャルを使用してこのサーバに新しい PAC をプロビジョニングする
には Yes をクリックし、操作をキャンセルするには No をクリックします。No をクリックした
場合、このクライアント アダプタでは現在のプロファイルを使用した認証はできません。

注意 不正なアクセス ポイントによる攻撃を防ぐため、必要な場合を除いて PAC を再プロビジョニング
しないでください。

エラー メッセージ   You must re-enter the saved password! (Press the “Configure” 
button to open the EAP-FAST Settings dialog box.)

説明   保存済みのユーザ名とパスワードを持つ古い LEAP プロファイル（ACU バージョン 6.2 以
前を使用して作成したもの）を EAP-FAST に変更しました。

推奨処置   保存済みのパスワードを EAP-FAST Settings 画面で再入力するか、Cancel をクリック
して操作をキャンセルします。

エラー メッセージ   You must select a PAC for this profile! (Press the “Configure” 
button to open the EAP-FAST Settings dialog box.)

説明   インストール時またはシステム管理者によって自動プロビジョニングが無効化になって
いますが、ACU の EAP-FAST Settings 画面で PAC 機関が選択されていません。

推奨処置   EAP-FAST Settings 画面のドロップダウン リストから PAC 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てください。

エラー メッセージ   You must select a PAC when using manual PAC provisioning.

説明   EAP-FAST 画面で、自動プロビジョニングを無効にして PAC 機関を選択していない状態
で、OK をクリックしました。

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 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てください。
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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。メッセージは PEAP で使

用されるデータベースのタイプに基づき、6 つのサブ項目に分けられます。 表 10-5 を使用すると、

データベースのエラー メッセージを素早く見つけることができます。

PEAP でサポートされる全データベースの場合

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   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 をクリックします。それ以外の場合は、No をクリックします。

エラー メッセージ   You have connected to 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 をクリックします。それ以外の場合は、No をクリックします。

表 10-5 PEAP 認証のエラー 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

PEAP でサポートされる全データベース 10-28

Windows NT または 2000 ドメイン データベース 10-29

OTP の全データベース 10-29

Secure Computing SofToken バージョン 1.3 を使用する OTP データベース 10-30

Secure Computing SofToken II バージョン 2.0 を使用する OTP データベース 10-32

RSA SecurID バージョン 2.5 を使用する OTP データベース 10-32
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Windows NT または 2000 ドメイン データベースの場合

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 画面の New Password フィールドと Confirm New Password フィールドに、
異なる値を入力しています。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 old password you supplied doesn’t match what you entered 
previously. Please try it again.

説明   Change Password 画面の Old Password フィールドに入力したパスワードが、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。

エラー メッセージ   Your domain password has been successfully changed on the 
server. To synchronize any Windows password that might be locally cached, you 
must also manually change the password in Windows.

説明   Static Password 画面でドメイン パスワードの変更に成功しました。ただし、Windows パス
ワードをローカルにキャッシュしている場合は、ドメイン パスワードと同期するためにキャッ
シュされたパスワードを手動で変更する必要があります。

推奨処置   Ctrl-Alt-Delete を押し、Change Password を選択して、古いパスワードを入力した後、
新しいパスワードを 2 度入力します。

全 OTP データベースの場合

エラー メッセージ   Failed to change your PIN. Error code xxx.Run Software Token 
program to fix it.

説明   Chenge PIN 画面で PIN を変更しようとしましたが、ソフトウェア トークン プログラムの
問題により失敗しました。

推奨処置   ソフトウェア トークン プログラムを実行し、再度 PIN を変更してください。

エラー メッセージ   Invalid PIN. Please try again.

説明   入力した PIN は無効です。

推奨処置   PIN を再入力してください。

エラー メッセージ   New PIN and Confirm New PIN do not match. Please try them again.

説明   Change PIN 画面の New PIN フィールドと Confirm New PIN フィールドに、異なる値を入
力しています。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 PIN を再入力します。
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エラー メッセージ   New PIN is invalid. Please try it again.

説明   Change PIN 画面の New PIN フィールドに入力した PIN は無効です。

推奨処置   新しい PIN を再入力してください。

エラー メッセージ   The old PIN you supplied is invalid. Please try it again.

説明   Change PIN 画面で入力した古い PIN は無効です。

推奨処置   古い PIN を再入力してください。

エラー メッセージ   Please check either Support Hardware Token or Support Software 
Token. One of them must be selected.

説明   クライアント アダプタが PEAP 認証用に設定されている場合、Generic Token Card
Properties 画面で One Time Password オプションが選択され、Support Hardware Token オプション
も Support Software Token オプションも選択されていません。

推奨処置   Support Hardware Token チェックボックスか Support Software Token チェックボッ
クス、または両方のチェックボックスをオンにします。

エラー メッセージ   Your PIN has expired.Please change your PIN.

説明   認証に使用している PIN が有効期限を過ぎました。

推奨処置   「PIN の有効期限が切れた後（OTP データベースのみ）」の項（P.6-26）の手順に従っ
て PIN を変更します。

Secure Computing SofToken バージョン 1.3 を使用する OTP データベース

エラー メッセージ   Could not find SofToken.exe in the program path specified. 
Please make sure SofToken is installed correctly and the correct program path 
is entered.

説明   Generic Token Card Properties 画面で入力したパスに、SofToken.exe が見つかりません。

推奨処置   SofToken が正しくインストールされていることを確認し、プログラム パスを再入力
します。

エラー メッセージ   Error getting data from SofToken server. Please make sure 
SofToken is installed correctly and the correct program path is entered.

説明   SofToken サーバからデータを取得する際にエラーが発生しました。

推奨処置   SofToken が正しくインストールされ、正しいプログラム パスが入力されていること
を確認します。

エラー メッセージ   Initialization of SofToken library failed. Please make sure 
SofToken is installed correctly and the correct program path is entered.

説明   SofToken プログラムでエラーが発生しました。

推奨処置   SofToken が正しくインストールされ、正しいプログラム パスが入力されていること
を確認します。
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エラー メッセージ   The program path entered exceeds the maximum length allowed 
(255).

説明   Generic Token Card Properties 画面で入力したプログラム パスに、フィールドで許可される
文字数よりも多くの文字が指定されています。

推奨処置   255 文字以下でパスを再入力します。必要に応じて、SofToken.exe を短いパスのディ
レクトリに移動します。

エラー メッセージ   Program path must be specified for SofToken Version 1.3.

説明   Generic Token Card Properties 画面の Supported Type ドロップダウン ボックスから Secure
Computing SofToken Version 1.3 が選択されていますが、SofToken プログラム パスが入力されて
いません。

推奨処置   SofToken Program Path フィールドに SofToken プログラムのパスを入力します。

エラー メッセージ   SofToken is not set up to allow processing from SofToken calls. 
Calls have been disabled from the SofToken Manager, the SofToken program does 
not have any valid users yet, or the last person to use SofToken was not 
initialized correctly.

説明   SofToken プログラムは、SofToken API 呼び出しを処理するように設定されていません。

推奨処置   SofToken が SofToken 呼び出しを有効にするように設定され、有効なユーザとして設
定されていることを確認します。

エラー メッセージ   Unable to launch SofToken.exe. Please make sure SofToken is 
installed correctly and the correct program path is entered.

説明   SofToken プログラムでエラーが発生しました。

推奨処置   SofToken が正しくインストールされ、正しいプログラム パスが入力されていること
を確認します。

エラー メッセージ   Unable to load SofToken library. Please make sure that SofToken 
is installed correctly.

説明   SofToken プログラムでエラーが発生しました。

推奨処置   SofToken が正しくインストールされ、正しいプログラム パスが入力されていること
を確認します。
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Secure Computing SofToken II バージョン 2.0 を使用する OTP データベースの場合

エラー メッセージ   Error getting the OTP password for the user. Run SofToken II 
to ensure the user is set up correctly.

説明   ユーザの OTP パスワードを取得する際に、エラーが発生しました。

推奨処置   SofToken II プログラムを実行し、ユーザが正しく設定されていることを確認します。

エラー メッセージ   Failed to load data from the OTP database for User ID: xxxx. 
Run SofToken II to ensure the user is set up correctly.

説明   指定されたユーザの OTP データベースからデータをロードしているときに、エラーが発
生しました。

推奨処置   SofToken II プログラムを実行し、指定されたユーザが正しく設定されていることを
確認します。

エラー メッセージ   Here is the hint you entered when you created your PIN: xxxx.

説明   無効な PIN を入力しています。

推奨処置   ヒントを手がかりに PIN を思い出してください。その PIN を再入力します。

エラー メッセージ   Unable to load SofToken II library. Please make sure that 
SofToken II is installed correctly.

説明   SofToken II プログラムでエラーが発生しました。

推奨処置   SofToken II が正しくインストールされていることを確認します。

RSA SecurID バージョン 2.5 を使用する OTP データベースの場合

エラー メッセージ   Error getting password from RSA SecurID Software Token.

説明   RSA SecurID プログラムからユーザの OTP パスワードを取得する際に、エラーが発生し
ました。

推奨処置   RSA SecurID プログラムを実行し、ユーザが正しく設定されていることを確認します。

エラー メッセージ   Unable to load RSA library. Please make sure that RSA SecurID 
Software Token is installed correctly.

説明   RSA SecurID プログラムでエラーが発生しました。

推奨処置   RSA SecurID 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 open RSA Token service.

説明   RSA SecurID プログラムでエラーが発生しました。

推奨処置   RSA SecurID が正しくインストールされていることを確認します。
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EAP-SIM 認証のエラー メッセージ

この項では EAP-SIM 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   Client_handleResponseIdentity error.

説明   EAP-SIM サプリカントに認証の実行が要求され、SIM カードからネットワーク ユーザ名
を取り出す際にエラーが発生しました。このエラーは、カード リーダーに無効な SIM カード
（モバイル電話用の SIM カードなど）が挿入された場合、または Windows で処理上のエラーが
発生した場合に起こります。

（注） メッセージ内の 8桁の 16進数エラー コードが、問題解決のためにテクニカルサポート
を受けるときの手助けとなります。

推奨処置   無線ネットワーク アクセス用に提供された SIM カードが有効かどうか、またカード
が正しく挿入されているかどうかを確認します。問題が立て続けに何度も発生する場合、コン
ピュータをリブートします。

エラー メッセージ   For the changes to take effect, please restart your WLAN card 
(or your computer) NOW.

説明   SIM Authentication Properties 画面で行った変更は、完全に認証を実行した場合にのみ有効
になります。それ以外の場合、無線ネットワーク接続は「Validating identity」状態でスタックさ
れているように見えることがあります。

推奨処置   クライアント アダプタの無線をオフにし、数秒間待機し、無線をオンに戻します。 手
順については、「クライアント アダプタの無線のオン /オフ」の項（P.9-18）を参照してください。

エラー メッセージ   GetUserPin returned error.

説明   PIN の入力要求中、または PIN の取り出し中に Windows でエラーが発生しました。

（注） メッセージ内の 8桁の 16進数エラー コードが、問題解決のためにテクニカルサポート
を受けるときの手助けとなります。

推奨処置   システムがクライアント アダプタの認証を再び試み（約 30～ 60 秒）、有効な PIN を
入力するまで待ちます。Cancel をクリックすると、Windows の通常の動作が妨害されます。問
題が残る場合は、コンピュータをリブートします。

エラー メッセージ   Maximum length of PIN is 8 characters.

説明   8 文字よりも長い PIN を入力しようとしました。SIM カードの PIN は、最大文字数が 8 文
字の英数字に制限されています。

推奨処置   PIN フィールドから 1 文字または複数の文字を削除するか、入力した文字をすべて削
除し、完全な PIN を再入力します。
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エラー メッセージ   Network authentication aborted.

説明   PIN の入力が要求されたときに、Cancel ボタンをクリックして、認証プロセスを取り消し
ています。EAP-SIM サプリカントはネットワークへの認証を試みません。

（注） システムは 30～ 60 秒以内に自動的に認証を試みます。

推奨処置   ネットワークに認証を実行し、無線ネットワーク接続を設定する場合、使用している
SIM カードの有効な PIN を入力します。接続を設定しない場合は、オフにすると、クライアン
ト アダプタを取り出します。このようにしなければ 30～ 60 秒おきにシステムから PIN の入力
が要求されます。

エラー メッセージ   Network rejected user authentication.

説明   サービス プロバイダのネットワークが認証を拒否しました。おそらく、SIM カードの有
効期限が過ぎているか、無効であるか、または無効なアカウントの使用が原因です。ただし、現
在の場所のサービス プロバイダがその加入者に対してネットワークへのアクセスを許可してい
ない場合にも発生します。

推奨処置   アカウントが良好な状態で、有効な SIM を使用していることを確認します。現在の
場所で有効な SIM カードに切り替えて、再び認証を試みてください。

エラー メッセージ   Please check your smartcard reader and insert your SIM card.

説明   EAP-SIM サプリカントで認証の実行が要求されたときに、適切な時間内（すなわち、最
初の試行で 90 秒、以降の試行で 5 分）にスマートカード リーダーを初期化できませんでした。
おそらく、リーダーが電源に正しく接続されていないか、コンピュータがリーダーを認識しな
いためです。

（注） メッセージ内の 8桁の 16進数エラー コードが、問題解決のためにテクニカルサポート
を受けるときの手助けとなります。

推奨処置   手順は次のとおりです。

ステップ 1 スマートカード リーダーを挿入していない場合は、挿入します。

ステップ 2 リーダーがインストールされたら、PCMCIA スロット（PCMCIA モデル）に完全に挿入されている

かどうか、または接続ケーブルがシリアル コネクタまたは USB コネクタ（シリアル /USB ポート

モデル）に正しく挿入されていることを確認します。

ステップ 3 システムがリーダーを認識することを確認します。これは Windows のデバイス マネージャの Smart

カード リーダーに表示されます。リーダーが表示されていない場合は、リーダーを取り出して再度

挿入するか（PCMCIA モデル）、ケーブルを切断して再度接続します（シリアル /USB ポート モデル）。

ステップ 4 コンピュータがまだリーダーを認識しない場合は、リーダーをインストールした状態でコンピュー

タをリブートします。
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エラー メッセージ   Please check your smartcard reader and SIM card, then try again.

説明   EAP-SIM サプリカントがスマートカード関連の一般的なエラー（すなわち、この項で示
す特定のエラー以外）を検出し、認証プロセスを中断しました。

（注） タイトル内の 8桁の 16進数エラー コードが、問題解決のためにテクニカルサポートを
受けるときの手助けとなります。

推奨処置   手順は次のとおりです。

ステップ 1 スマートカード リーダーが正しくインストールされ、SIM カードが正しく挿入されていることを確

認します。

ステップ 2 次の「Please check your smartcard reader and try again」エラー メッセージの「Recommended Action」

の手順に従ってください。

ステップ 3 P.10-36 の、エラー メッセージ「Please insert your SIM card and try again」に対する推奨処置の説明に

従ってください。

ステップ 4 リーダーとカードがいずれも正しく挿入されているのが確認されたら、システムが再び認証を開始

するまで待ちます。これには 30～ 60 秒を要します。

注意 システムが認証プロセスを終了するまで、SIM カードを取り出さないでください。

ステップ 5 問題が解消しない場合、クライアント アダプタの再起動またはコンピュータのリブートを行ってく

ださい。

エラー メッセージ   Please check your smartcard reader and try again.

説明   Windows でシステムのスマートカード リーダーが検出されませんでした。リーダーをイ
ンストールしていない可能性があります。また Windows を一時中止か休止から再開した後に起
こります。

推奨処置   手順は次のとおりです。

ステップ 1 スマートカード リーダーを挿入していない場合は、挿入します。

ステップ 2 リーダーがインストールされたら、PCMCIA スロット（PCMCIA モデル）に完全に挿入されている

かどうか、または接続ケーブルがシリアル コネクタまたは USB コネクタ（シリアル /USB ポート

モデル）に正しく挿入されていることを確認します。

ステップ 3 システムがリーダーを認識することを確認します。これは Windows のデバイス マネージャの Smart

カード リーダーに表示されます。リーダーが表示されていない場合は、リーダーを取り出して再度

挿入するか（PCMCIA モデル）、ケーブルを抜いてから再度接続します（シリアル /USB ポート モ

デル）。
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ステップ 4 コンピュータがまだリーダーを認識しない場合は、リーダーをインストールした状態でコンピュー

タをリブートします。

エラー メッセージ   Please contact your service provider to unblock your card.

説明   立て続けに間違った PIN を入力しすぎたため、SIM カードのリトライ制限を超えました。

推奨処置   サービス プロバイダのカスタマ サービス センターに問い合わせ、カードのブロック
解除を依頼してください。センターの電話番号は SIM カードに印刷されています。

エラー メッセージ   Please do not switch SIM cards after authenticating.

説明   EAP-SIM サプリカントで、現在挿入された SIM カードに保存されたネットワーク ユーザ
名が以前の認証で使用されたユーザ名と異なることが検出されました。この不一致により、認
証が失敗する場合があります。

推奨処置   現在挿入された SIM カードがネットワークで認識される場合、認証はネットワーク
設定により失敗する場合があります。クライアント アダプタが認証される場合、このメッセー
ジを無視してかまいません。認証されない場合、現在挿入されている SIM カードを最初の認証
で使用された SIM カードと交換し、システムが再びクライアント アダプタの認証を試みるまで
待ちます（約 30～ 60 秒）。またクライアント アダプタを再起動するか、新しい SIM カードで
コンピュータをリブートし、再度認証を試みることができます。

エラー メッセージ   Please enter a PIN (1 to 8 characters).

説明   PIN の入力が要求されたときに、PIN を入力する前に OK ボタンをクリックしています。

推奨処置   SIM カードへのアクセスに要求される PIN を入力します。この時点で認証を行わな
い場合、または使用可能な PIN がない場合、Cancel ボタンをクリックします。

エラー メッセージ   Please insert your SIM card and try again.

説明   システムのスマートカード リーダーで SIM カードを検出できませんでした。

推奨処置   SIM カードがリーダーに正しく挿入されていることを確認します。リーダーに完全
に挿入し、PCMCIA スロットに隙間が残らないようにしてください。カードの取り出しと再挿
入を試みてください。ラッチが収まるように感じられ、取り出すときに多少の抵抗があるはず
です。

エラー メッセージ   SimOpenSession error.

説明   ネットワーク ユーザ名の取得が要求された場合、EAP-SIM サプリカントが SIM カードと
の接続を設定できませんでした。これは SIM カードがリーダーに挿入されていない、SIM カー
ドが正しく挿入されていない、間違った SIM カードが挿入されている、のいずれかの場合に起
こります。

推奨処置   有効な SIM カードを使用していることを確認します（すなわち、モバイル電話用の
SIM カードではなく、無線ネットワークへのアクセス用に提供された SIM カード）。これでエ
ラーが修正されない場合、SIM カードがリーダーに正しく挿入されていることを確認します。
リーダーに完全に挿入し、PCMCIA スロットに隙間が残らないようにしてください。カードの
取り出しと再挿入を試みてください。ラッチが収まるように感じられ、取り出すときに多少の
抵抗があるはずです。
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エラー メッセージ   Time-out waiting for smartcard reader initialization.

説明   EAP-SIM サプリカントで認証の実行が要求されたときに、適切な時間内（最初の試行で
90 秒、以降の試行で 5 分）にスマートカード リーダーを初期化できませんでした。おそらく、
リーダーが電源に正しく接続されていないか、コンピュータがリーダーを認識しないためです。

（注） メッセージ内の 8桁の 16進数エラー コードが、問題解決のためにテクニカルサポート
を受けるときの手助けとなります。

推奨処置   手順は次のとおりです。

ステップ 1 スマートカード リーダーを挿入していない場合は、挿入します。

ステップ 2 リーダーがインストールされたら、PCMCIA スロット（PCMCIA モデル）に完全に挿入されている

かどうか、または接続ケーブルがシリアル コネクタまたは USB コネクタ（シリアル /USB ポート

モデル）に正しく挿入されていることを確認します。

ステップ 3 システムがリーダーを認識することを確認します。これは Windows のデバイス マネージャの Smart

カード リーダーに表示されます。リーダーが表示されていない場合は、リーダーを取り出して再度

挿入するか（PCMCIA モデル）、ケーブルを切断して再度接続します（シリアル /USB ポート モデル）。

ステップ 4 コンピュータがまだリーダーを認識しない場合は、リーダーをインストールした状態でコンピュー

タをリブートします。

エラー メッセージ   Wrong PIN entered (X tries left).

説明   SIM カードが入力した PIN を確認できませんでした。間違った PIN を入力している可能
性があります。

推奨処置   正しい PIN を入力してください。PIN に文字を使用している場合、PIN は大文字と小
文字を区別するため、正しい文字で入力してください。間違って Caps Lock キーを押していない
かどうかを確認してください。また、正しい SIM カードを挿入していることを確認してくださ
い。

（注） ほとんどの SIM カードには立て続けに間違った PIN を入力する回数に制限がありま
す。あと何回入力できるかを示すエラー メッセージが表示されます。正しい PIN を入
力すると、入力制限が元の値にリセットされます。 ただし、リトライ回数を超えると、
SIM カードはロックされて使用できなくなります。
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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 および CB20A 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-1）

• 無線に関する仕様（P.A-2）

• 電力に関する仕様（P.A-5）

• 安全性および規制の準拠に関する仕様（P.A-6）

表 A-1 では、Cisco Aironet 350 および CB20A 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） 無線またはクライアント アダプタの種類によって区別がされていない場合、この仕様は、すべて
の Cisco Aironet 350 および CB20A ワイヤレス LAN クライアント アダプタに対して適用されます。

表A-1 Cisco Aironet 350 および CB20A ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様

物理的な仕様

サイズ

PC カード および CardBus PC カード 11.3cm L × 5.4cm W × 0.5cm H

LM カード 8.6cm L × 5.4cm W × 0.5cm H

PCI カード 14.7cm L × 8.1cm W × 1.3cm H

mini-PCI カード 6.0cm L × 5.1cm W × 0.5cm H

重量

PC カードおよび LM カード 0.037Kg

PCI カード 0.13Kg

mini-PCI カード 0.014Kg

CardBus PC カード 0.043Kg

格納装置

PC カード および CardBus 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）
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付録 A      技術仕様

コネクタ

PC カードおよび LM カード 68 ピンの PCMCIA

PCI カード PCI カード エッジ

CardBus PC カード 68 ピンの CardBus

ステータス インジケータ 緑色とオレンジ色の LED（mini-PCI カードを除く。第

10章を参照）

動作温度

350 シリーズ クライアント アダプタ –30～ 70oC

5GHz クライアント アダプタ –30～ 70oC

保管温度 –40～ 85oC

湿度（非稼働時） 95%（相対湿度）

ESD 15 kV（人体モデル）

無線に関する仕様

タイプ

2.4GHz クライアント アダプタ IEEE 802.11b 準拠の 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）

5GHz クライアント アダプタ Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM;直

交周波数分割多重）IEEE 802.11a 準拠

消費電力

（注） 欧州連合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。

350 シリーズ クライアント アダプタ 100mW（20dBm）

50mW（17dBm）

30mW（15dBm）

20mW（13dBm）

5mW（7dBm）

1mW（0dBm）

CardBus PC カード 20mW（13dBm）

10mW（10dBm）

5mW（7dBm）

（注） これらの値は、FCC 15.407（a）（4）に定義さ
れている FCC ピーク測定方式を基にしていま
す。

表A-1 Cisco Aironet 350 および CB20A ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様 （続き）
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付録 A      技術仕様

周波数帯域

2.4GHz クライアント アダプタ 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）

5GHz クライアント アダプタ UNII 1 帯域 *では 5.15～ 5.25GHz

UNII 2 帯域 *では 5.25～ 5.35GHz

*クライアント アダプタが使用されている規制地域に

より異なります。

有効チャネル

2.4GHz クライアント アダプタ 2412～ 2484MHz（5MHz 単位）

5GHz クライアント アダプタ 5170～ 5320MHz（20MHz 単位）

干渉除去

2.4GHz クライアント アダプタ 35dB を隣接チャネルから除去

5GHz クライアント アダプタ 16dB（6Mbps）を隣接チャネルから除去

15dB（9Mbps）を隣接チャネルから除去

13dB（12Mbps）を隣接チャネルから除去

11dB（18Mbps）を隣接チャネルから除去

8dB（24Mbps）を隣接チャネルから除去

4dB（36Mbps）を隣接チャネルから除去

0dB（48Mbps）を隣接チャネルから除去

–1dB（54Mbps）を隣接チャネルから除去

データ レート

2.4GHz クライアント アダプタ 1、2、5.5、および 11Mbps

5GHz クライアント アダプタ 6、9、12、18、24、36、48、および 54Mbps

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; 相補コード キー入

力）

- 5.5 および 11Mbps

Orthogonal frequency division multiplexing（OFDM;直交

周波数分割多重）

- 6～ 54Mbps

表A-1 Cisco Aironet 350 および CB20A ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様 （続き）
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付録 A      技術仕様

通信範囲

350 シリーズ クライアント アダプタ 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。

5GHz クライアント アダプタ 屋外

365.8m（6Mbps）

213.4m（18Mbps）

36.6m（54Mbps）

屋内

61.0m（6Mbps）

45.7m（18Mbps）

21.3m（54Mbps）

（注） 上記の通信範囲は、クライアント アダプタが、
Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイント
とパッチアンテナとともに使用されていると
想定しています。クライアント アダプタを、
非 Cisco アクセス ポイントと一緒に使用する
場合、または Cisco Aironet 1200 シリーズ アク
セス ポイントを全方向性アンテナと一緒に使
用する場合、異なる通信範囲の値となる可能
性があります。

レシーバ感度

350 シリーズ クライアント アダプタ –94dBm（1Mbps）

–91dBm（2Mbps）

–89dBm（5.5Mbps）

–85dBm（11Mbps）

5GHz クライアント アダプタ –85dBm（6Mbps）

–84dBm（9Mbps）

–82dBm（12Mbps）

–80dBm（18Mbps）

–77dBm（24Mbps）

–73dBm（36Mbps）

–69dBm（48Mbps）

–68dBm（54Mbps）

表A-1 Cisco Aironet 350 および CB20A ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様 （続き）
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付録 A      技術仕様

受信の遅延拡散（マルチパス）

2.4GHz クライアント アダプタ 500ns（1Mbps）

400ns（2Mbps）

300ns（5.5Mbps）

140ns（11Mbps）

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

PCI カード RP-TNC コネクタ

mini-PCI カード 超小型 SMT U.FL アンテナ コネクタ

CardBus PC カード 一体型パッチアンテナ

電力に関する仕様

動作電圧

PC、LM、および PCI カード 5.0V（± 0.25V）

mini-PCI カード 3.0～ 3.6V

CardBus PC カード 3.3V（± 0.33V）

受信時の消費電流

PC カードおよび LM カード 通常 250mA

PCI カード 通常 350mA

mini-PCI カード 通常 330mA

CardBus PC カード 通常 580mA

送信時の消費電流

350 シリーズ PC カードおよび
LM カード

通常 450mA（20dBm）

350 シリーズ PCI カード 通常 550mA（20dBm）

350 シリーズ mini-PCI カード 通常 570mA（20dBm）

CardBus PC カード 通常 520mA

スリープ時の消費電流

340 シリーズ PC カード、LM カード、
および mini-PCI カード

通常 15mA

350 シリーズ PCI カード 通常 115mA

CardBus PC カード 通常 20mA

表A-1 Cisco Aironet 350 および CB20A ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様 （続き）
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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 Class B

ICES-003 Class B（カナダ）

EN 55022 B

AS/NZS 3548 Class B

VCCI Class B

EN 55024

EN 301.489-1 および EN-301.489-17

無線の承認 FCC Part 15.247（2.4GHz クライアント アダプタ）

FCC Part 15.407（5GHz クライアント アダプタ）

Canada RSS-139-1（2.4GHz クライアント アダプタ）、

RSS-210

Japan Telec 33B（2.4GHz クライアント アダプタ）

Japan ARIB STD-T71（5GHz クライアント アダプタ）

EN 300.328（2.4GHz クライアント アダプタ）

EN 301.893（5GHz クライアント アダプタ）

RF 被曝 OET-65C

RSS-102

ANSI C95.1

表A-1 Cisco Aironet 350 および CB20A ワイヤレス LAN クライアント アダプタの技術仕様 （続き）
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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 ワイヤレス LAN クライアント アダプタの適合宣言と規制に関する情

報について説明します。

この付録では、次の項目について説明します。

• 製造業者による FCC 規格適合宣言（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 ワイヤレス LAN クライアント アダプタの使用に関するガイドライン（日本）
（P.B-6）

• Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタに関する行政規定（台湾）（P.B-7）

• 適合宣言文（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 FCC 規格適合宣言

製造業者による FCC 規格適合宣言

モデル： AIR-PCM351、AIR-PCM352、AIR-LMC351、AIR-LMC352、AIR-PCI351、AIR-PCI352、
AIR-PCM350-A-K9、AIR-PCM350-40-A-K9、AIR-LMC350-A-K9、AIR-LMC350-40-A-K9、
AIR-PCI350-A-K9、AIR-PCI350-10-A-K9、AIR-MPI350-xx-A-K9（xx は OEM コード）、
AIR-CB20A-A-K9、AIR-CB20A-A-K9-4

FCC 認定番号： LDK102040 (AIR-xxx35x)、
LDK102042 (AIR-MPI350)、
LDK102044 (AIR-CB20A)

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 デバイスの制限に準

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、指示に従わずに取り付けたり使用したりした場合は、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。

注意 5.15～ 5.25GHz 帯域では、UNII デバイスは共通のチャンネルの Mobile Satellite Systems（MSS）の
動作と有害な干渉が生じる可能性を減らすために、室内のみで使用するように制限されています。

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 FCC 規格適合宣言

（注） AIR-ANT3338 は、LM カードでの使用のみ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-ANT4941 ダイポール 2.2

AIR-ANT5959 全方向性 2.0
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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。

Cisco Aironet 2.4GHz 11Mbps クライアント アダプタは、2.4GHz のスペクトラム拡散方式のデバイ

スに対する RSS-139-1 および RSS-210 の要件を満たしています。Cisco Aironet 5GHz 54Mbps クライ

アント アダプタは、5GHz デバイスに対する 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れら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

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。

2.4GHz クライアント アダプタ

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（mini-PCI カード（AIR-MPI350）を

除く）。

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。

53
09

10650
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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

350 シリーズ mini-PCI カード（AIR-MPI350）には、次の CE マークが添付されています。

（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。詳細は、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の組み合わせで、等価等放射電力（EIRP）が 100mW 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みなされ、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-4） を参照してください。

5GHz クライアント アダプタ

5GHz クライアント アダプタは、次の規格が適用されています。

• 無線：EN 301.893

• EMC：EN 301.489-1、EN 301.489-17

• 安全性：EN 60950

5GHz 機器には、次の CE マークが添付されています。

49
32

5
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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

RF 被曝に関する適合宣言
無線モジュールは FCC Bulletin OET 65C に従って評価され、無線周波デバイスによる RF 被曝の影

響に関する CFR 47 の 2.1091 項、2.1093 項、および 15.247(b)(4) 項の要件を満たすことが確認され

ています。

Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタの使用に関するガ
イドライン（日本）

ここでは、日本で Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタを使用する際に干渉を防ぐ

ためのガイドラインを示します。

03-5549-6500

43
76

8



B-7
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

付録 B      適合宣言および規制に関する情報
Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタに関する行政規定（台湾）

Cisco Aironet ワイヤレス LAN クライアント アダプタに関する行政規定
（台湾）

ここでは、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。

2.4GHz および 5GHz クライアント アダプタ

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、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。

5GHz クライアント アダプタ

この機器の使用は、室内だけに制限されています。

11
77

10

11
77

11
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付録 B      適合宣言および規制に関する情報
適合宣言文

適合宣言文

本製品に関するすべての適合宣言文は、次の URL で確認できます。

http://www.ciscofax.com

欧州連合諸国の適合宣言文

欧州連合諸国の適合宣言文は、次のとおりです。

 

 

 
 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
  

 
 

  

 
 
 
 

 

 

http://www.ciscofax.com
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適合宣言文
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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 802.11a および IEEE 802.11b チャネル

と、規制地域ごとに許可されている最大電力レベルおよびアンテナ ゲインを示します。

この付録では、次の項目について説明します。

• チャネル（P.C-2）

• 最大電力レベルとアンテナ ゲイン（P.C-4）
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付録 C      チャネル、電力レベル、アンテナ ゲイン
チャネル

チャネル

IEEE 802.11a

表 C-1 に、IEEE 802.11a 20MHz 帯のチャネルごとのチャネル識別番号、チャネル中心周波数、およ

び規制地域を示します。

（注） アメリカ（-A）以外の地域では、すべてのチャネル セットを屋内だけで使用するよう規制されて
います。アメリカ（-A）地域では、米国においてチャネル 52～ 64 を屋内外で使用できます。

表 C-1 IEEE 802.11a 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）

日本
（-J）

シンガポール
（-S）

台湾
（-T）

34 5170 – X – –

36 5180 X – X –

38 5190 – X – –

40 5200 X – X –

42 5210 – X – –

44 5220 X – X –

46 5230 – X – –

48 5240 X – X –

52 5260 X – – X

56 5280 X – – X

60 5300 X – – X

64 5320 X – – X

149 5745 – – – –

153 5765 – – – –

157 5785 – – – –

161 5805 – – – –
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付録 C      チャネル、電力レベル、アンテナ ゲイン
チャネル

IEEE 802.11b

表 C-2 は、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

び規制地域を示しています。

（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-2 IEEE 802.11b 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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付録 C      チャネル、電力レベル、アンテナ ゲイン
最大電力レベルとアンテナ ゲイン

最大電力レベルとアンテナ ゲイン

IEEE 802.11a

電力レベルとアンテナ ゲインの組み合わせが適切でない場合、各規制地域で許可されている等価等

方放射電力（EIRP）量を上回る可能性があります。表 C-3 は、IEEE 802.11a の各規制地域で許可さ

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-3 IEEE 802.11a におけるアンテナ ゲインごとの最大電力レベル

規制地域 6dBi アンテナ ゲインの最大電力レベル（mW）

アメリカ（-A）

（チャネル 34～48 に対しては最大 EIRP 160mW、

チャネル 52～ 64 に対しては最大 EIRP 800mW）

20

日本（-J）

（最大 EIRP：10mW/MHz）

20

シンガポール（-S）

（最大 EIRP：100mW）

20

台湾（-T）

（最大 EIRP：800mW）

20
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最大電力レベルとアンテナ ゲイン

IEEE 802.11b

電力レベルとアンテナ ゲインの組み合わせが適切でない場合、各規制地域で許可されている等価等

方放射電力（EIRP）量を上回る可能性があります。表 C-4 は、IEEE 802.11b の各規制地域で許可さ

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-4 IEEE 802.11b におけるアンテナ 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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A P P E N D I X D

Windows XP オペレーティング システ
ムでのクライアント アダプタの設定

この付録では、Windows XP 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）

• クライアント アダプタの設定（P.D-6）

• Wi-Fi Multimedia の有効化（P.D-21）

• Windows XP によるアクセス ポイントとのアソシエーション（P.D-23）

• クライアント アダプタの現在のステータスの表示（P.D-23）
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付録 D      Windows XP オペレーティング システムでのクライアント アダプタの設定
概要

概要

この付録では、ACU ではなく Windows XP でクライアント アダプタに対して最小限の設定を行い、

Windows XP 用に用意されている 4 つのセキュリティ オプションのうち 1 つを有効にする方法につ

いて説明します。 次の「セキュリティ機能の概要」の項では、十分に情報を得てから設定プロセス

を開始できるよう、これらの各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されるネットワークを指定したり、ク

ライアント アダプタの現在のステータスを表示したりする場合に Windows XP を使用する際の基本

情報も提供します。

（注） Windows XP でのクライアント アダプタの設定または使用に関するさらに詳細な情報が必要な場合
は、Microsoft の Windows XP に関する資料を参照してください。

セキュリティ機能の概要

Windows XP でクライアント アダプタを使用するときは、WEP（Wired Equivalent Privacy）暗号キー

を使用してデータを暗号化することで、無線ネットワーク経由で転送するデータを保護できます。

WEP 暗号化では、送信側のデバイスが WEP キーで各パケットを暗号化し、受信側のデバイスが同

じキーを使用して各パケットを復号化します。

転送データの暗号化および復号化に使用される WEP キーは、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 キーの種類は、次

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、静的または動的のいずれの場合も、40 ビットまたは 128 ビットです。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には、最大 4 個の静的な WEP キーを指定できます。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キーなので、クライアント アダプタから再び読み取る

ことはできず、クライアント アダプタの電源が切られたり Windows デバイスがリブートされると

失われます。静的キーは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 デバイスをリブートするたびに入力し直す必要はありません。これは、WEP キーが

Windows 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、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

である 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 Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）サーバなど

の認証サーバ間のインターフェイスとして機能します。アクセス ポイントは、この認証サーバと有

線ネットワークを介して通信します。
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付録 D      Windows XP オペレーティング システムでのクライアント アダプタの設定
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Windows XP でクライアント アダプタを設定する場合、次の 3 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、動
的で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。このキーは、クライア
ント アダプタおよび RADIUS サーバから得られます。

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。

（注） EAP-TLS では、証明書を使用する必要があります。証明書のダウンロードとインストー
ルについては、Microsoft の資料を参照してください。

• Protected EAP（または PEAP）：PEAP 認証は、無線 LAN 経由で 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。 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
ワードまたは PIN を使用します。また、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、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
WEP キーを使用してデータを暗号化します。PEAP 認証を使用する場合、ネットワークで OTP
ユーザ データベースが使用されているときには、ハードウェア トークン パスワードまたはソ
フトウェア トークン PIN を入力し、EAP 認証プロセスを開始してネットワークにアクセスす
る必要があります。ネットワークで Windows NT または 2000 のドメイン ユーザ データベース
あるいは LDAP ユーザ データベース（NDS など）が使用されている場合は、ユーザ名、パス
ワード、およびドメイン名を入力して認証プロセスを開始する必要があります。

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、Cisco
Access Registrar バージョン 3.5 以降などがあります。

（注） PEAP 認証を使用するには、インストールの際に PEAP サプリカントをインストールす
るか、Windows XP の Service Pack 1 をインストールする必要があります。この Service
Pack には、Microsoft の PEAP サプリカントが収められています。このサプリカントは
Windows のユーザ名とパスワードのみをサポートし、シスコの PEAP サプリカントとは
相互運用性がありません。シスコの PEAP サプリカントを使用する場合、Service Pack 1
for Windows XP の後に ACU をインストールします。この順序でインストールしなけれ
ば、PEAP サプリカントは Microsoft の PEAP サプリカントで上書きされます。

• EAP-SIM：EAP-SIM 認証は、公衆無線 LAN で使用できるように設計されており、PCSC 準拠
のスマートカード リーダーが装備されているクライアントが必要です。 Install Wizard ファイル
に含まれる EAP-SIM サプリカントがサポートするのは Gemplus SIM+ カードだけですが、標準
の GSM-SIM カードや最新バージョンの EAP-SIM プロトコルをサポートする最新のサプリカ
ントも使用できます。 新しいサプリカントは、次の URL の Cisco.com からダウンロードできま
す。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/access-registrar-encrypted

EAP-SIM 認証を正常に実行するためには上記の要件を満たす必要がありますが、それだけでは
不十分です。通常は、ネットワーク内で EAP-SIM 認証をサポートする WLAN サービス プロバ
イダとサービス契約を結ぶ必要もあります。また、PCSC スマートカード リーダーは標準
GSM-SIM カードまたはチップを読み取ることができる場合もありますが、通常、EAP-SIM 認
証では、サービス プロバイダが WLAN サービス用の GSM 携帯電話のアカウントを提供する必
要があります。

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/access-registrar-encrypted
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EAP-SIM 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、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 WEP キーを使用してデータ
を暗号化します。EAP-SIM は、SIM カードとの通信について、ユーザ検証コード、または PIN
を入力することを要求します。PIN を、コンピュータに格納する、またはリブート後または認
証が試行されるたびに入力が要求されるように選択できます。

EAP-SIM をサポートする RADIUS サーバには、Cisco Access Register バージョン 3.0 以降があり
ます。

アクセス ポイントで Require EAP を有効にし、Windows XP を使用して EAP-TLS、PEAP、または

EAP-SIM 向けにクライアント アダプタを設定すると、ネットワークに対する認証は、次の手順で

実行されます。

1. クライアント アダプタがアクセス ポイントとアソシエートし、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
ワークにフル アクセスできません。

2. クライアントと RADIUS サーバは、アクセス ポイント経由で通信し、認証用の共有秘密情報
を使用して認証プロセスを実行します。この共有秘密情報とは、PEAP ではパスワード、
EAP-TLS では証明書、EAP-SIM では SIM カードおよびサービス プロバイダの Authentication
Center に保存されている内部キーです。パスワードまたは内部キー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

Wi-Fi Protected Access（WPA）

Wi-Fi Protected Access（WPA）は、従来または将来の無線 LAN システムのデータ保護やアクセス制

御などのレベルを大幅に向上させた、規格ベースの相互運用可能なセキュリティの強化版です。

WPA は、現在策定中の 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 で

は、データ保護に Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）やメッセージ完全性チェック（MIC）を

使用し、認証済みキー管理に 802.1X を使用しています。

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 を使用してキーを管理し、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 WPA を使用し、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、そのためには、WPA-PSK を使用してクライ

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、事前共有キーが PMK として使用され

るように設定してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/secur_c/scprt2/scrad.htm
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WPA を使用するには、Windows XP Service Pack 1 および Microsoft サポート用修正プログラム

815485 をインストールする必要があります。これらは次の URL からダウンロードできます。

• Service Pack 1：http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp

• 修正プログラム 815485：
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=009d8425-ce2b-47a4-abec-274845dc9e91
&DisplayLang=en

EAP 認証を実行できる 350 シリーズと CB20A カードだけで WPA を使用できます。 WPA はアクセ

ス ポイントでも有効にする必要があります。

（注） アクセス ポイントでは、Cisco IOS リリース 12.2(11)JA 以降を使用して WPA を有効化している必
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。

http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=009d8425-ce2b-47a4-abec-274845dc9e91&DisplayLang=en
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クライアント アダプタの設定
Windows XP 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） ACU をインストールしているにもかかわらず Windows XP を使用してクライアント アダプタを設
定する場合は、ACU を起動して、Select Profile 画面で Use Another Application To Configure My
Wireless Network Settings オプションが選択されていることを確認します。

（注） これらの手順は、次のものを使用していることを想定しています。

- Windows XP Service Pack 1 および Microsoft サポート用修正プログラム 815485
- Windows XP のカテゴリ表示ではなくクラシック表示
Windows XP Service Pack 1 およびサポート用修正プログラム 815485 を使用していない場合、表示
される画面がこの項で示されているものと異なる場合があります。これらのソフトウェアへのアッ

プグレードを行わずに Windows XP でクライアント 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-1394-06 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 アダプタのファームウェアおよびドライバがインストールされており、クライアント

アダプタが Windows XP 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 My Computer、Control Panel、および Network Connections をダブルクリックします。

ステップ 3 Wireless Network Connection を右クリックします。

ステップ 4 Properties をクリックします。 Wireless Network Connection Properties 画面が表示されます。

ステップ 5 Wireless Networks タブを選択します。 次の画面が表示されます（図 D-1 を参照）。
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図 D-1 Wireless Network Connection Properties 画面（Wirelss Networks タブ）

ステップ 6 Use Windows to configure my wireless network settings 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。

ステップ 7 使用可能な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 をクリックし、Configure をクリックします。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、一対一のコン

ピュータ間ネットワーク）でクライアント アダプタを使用する場合は、Add をクリックします。

（注） 使用可能なネットワークのリストに SSID を表示するには、該当のアクセス ポイントで
Allow Broadcast SSID to Associate オプションを有効にする必要があります。

Wireless Network Properties 画面が表示されます（図 D-2 を参照）。
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図 D-2 Wireless Network Properties 画面（Association タブ）

ステップ 8 次のいずれかを実行します。

• 使用可能な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（SSID）
フィールドに表示されることを確認します。

• Add をクリックした場合は、アクセス ポイントまたはクライアント アダプタをアソシエート
するアドホック ネットワークの大文字と小文字を区別した SSID を Network name（SSID）フィー
ルドに入力します。

ステップ 9 アドホック ネットワークでクライアント アダプタを使用する場合は、画面下部にある This is a
computer-to-computer (ad hoc mode) network; wireless access points are not used チェックボックスを

オンにします。

ステップ 10 Network 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：WEP の設定に関係なく、クライアント アダプタは、アクセス ポイントとの認証を行い、
通信を試みることができます。静的な WEP を使用する場合、または WPA なしで EAP 認証を
行う場合は、このオプションを選択することをお勧めします。

• Shared：クライアント アダプタは同じ WEP キーを持つアクセス ポイントだけと通信すること
ができます。 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。



D-9
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

付録 D      Windows XP オペレーティング システムでのクライアント アダプタの設定
クライアント アダプタの設定

（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 を有効にします。これにより、WPA を使用してクライアント アダプタをアクセ
ス ポイントにアソシエートできます。

• WPA-PSK：WPA-PSK（WPA-Pre-shared key）を有効にします。これにより、WPA-PSK を使用
してクライアント アダプタをアクセス ポイントにアソシエートできます。

• WPA-None：クライアントがアド ホック モードに設定されている場合に、クライアント アダ
プタの WPA を有効にします。

（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。

ステップ 11 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 アダプタでデータの暗号化を使用できません。Network Authentication
で Open または Shared が選択されている場合だけこのオプションを選択できます。

• WEP：クライアント アダプタで静的または動的な WEP を使用できます。Open 認証の場合、こ
のオプションを選択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）を使用できます。WPA
または WPA-PSK の場合、このオプションを選択することをお勧めします。

ステップ 12 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、PEAP、または EAP-SIM 認証を使用する予定の場合は、ス
テップ 13 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 WEP キーをシステム管理者から取得し、Network key フィールド
と Confirm network key フィールドの両方に入力します。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 キーは、次の文字数で構成する必要があります。

－40 ビットのキーでは 10 個の 16 進数または 5 個の ASCII テキスト文字

例：5A5A313859（16 進数）または ZZ18Y（ASCII 文字）

－128 ビットのキーでは 26 個の 16 進数または 13 個の ASCII テキスト文字

例：5A583135333554595549333534（16 進数）または ZX1535TYUI354（ASCII 文字）

（注） Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイントで 5GHz クライアント アダプタを使
用する場合、それらのアダプタに対して 16 進数を入力する必要があります。
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• 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。

c. Key index (advanced) 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。

d. OK をクリックして設定を保存し、この SSID を Preferred networks（図 D-1 を参照）のリストに
追加します。静的な WEP の設定はこれで完了です。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。

ステップ 13 WPA-PSK または WPA-None オプションを選択した場合、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 フィールドと Confirm network key フィールドの両方に

入力します。次のガイドラインに従って事前共有キーを入力します。 

• 事前共有キーには、8～ 63 文字の ASCII テキスト、または 64 桁の 16 進数が含まれている必要
があります。

（注） Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイントで 5GHz クライアント アダプタを使用す
る場合、それらのアダプタに対して 16 進文字を入力する必要があります。

• お使いのクライアント アダプタの事前共有キーは、通信する予定のアクセス 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）で使用されてい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 14 動的な WEP を使用する EAP-TLS、PEAP、または EAP-SIM 認証を使用する場合は、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 を選択している場合、このパラメータは使用できません。

ステップ 15 EAP 認証を使用する場合は、次のいずれかを実行します。

• EAP-TLS 認証を使用する予定の場合は、次の「EAP-TLS 認証の有効化」の項の手順に従って
ください。

• PEAP 認証を使用する予定の場合は、「PEAP 認証の有効化」の項（P.D-14）の手順に従ってく
ださい。

• EAP-SIM 認証を使用する予定の場合は、「EAP-SIM 認証の有効化」の項（P.D-17）の手順に従っ
てください。
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EAP-TLS 認証の有効化

初期設定が完了した後、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

めの準備を行います。

ステップ 1 Wireless Network Properties 画面で Authentication タブをクリックします。 次の画面が表示されます

（図 D-3 を参照）。

図 D-3 Wireless Network Properties 画面（Authentication タブ）

ステップ 2 Association 画面で WPA または WPA-PSK オプションを選択していない場合は、Enable IEEE 802.1x
authentication for this network チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 EAP タイプには、Smart Card or other Certificate を選択します。

ステップ 4 Properties をクリックします。 Smart Card or Other Certificate Properties 画面が表示されます（図 D-4

を参照）。
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図 D-4 Smart Card or Other Certificate Properties 画面

ステップ 5 Use a certificate on this computer オプションを選択します。

ステップ 6 Use simple certificate selection (Recommended) チェックボックスをオンにします。

ステップ 7 サーバの証明書評価が必要な場合は、Validate server certificate チェックボックスをオンにします。

ステップ 8 接続するサーバ名を指定する場合は、Connect to these servers チェックボックスをオンにし、チェッ

クボックス内のフィールドに適切なサーバ名を入力します。 

（注） サーバ名を入力し、入力したサーバ名と一致しないサーバにクライアント アダプタが接続
した場合、認証プロセスの間に接続の受け付け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。
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ステップ 9 Trusted Root Certification Authorities フィールドで、サーバ証明書をダウンロードした認証局の名前

の隣にあるチェックボックスをオンにします。

（注） このチェックボックスがオフのままの場合、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 10 OK を 3 回クリックして、設定を保存します。これで、設定は完了です。

ステップ 11「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」という意味のポップアップ 

メッセージがシステム トレイの上に表示された場合は、メッセージをクリックし、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ように指示されることはありません。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 12 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るので、それが正しい認証機関の
場合は、OK をクリックして接続を受け付けます。 そうでない場合は、Cancel をクリックしてくだ
さい。

ステップ 13 クライアント アダプタが接続されるサーバを示すメッセージが表示されるので、それが正しい接続

先サーバの場合は、OK をクリックして接続を受け付けます。 そうでない場合は、Cancel をクリッ
クしてください。

これで、クライアント アダプタは EAP 認証を行います。

（注） コンピュータをリブートして Windows ユーザ名およびパスワードを入力するたびに、EAP
認証プロセスが自動的に開始され、クライアント アダプタは EAP 認証を行います。

ステップ 14 認証を検証するには、My Computer、Control Panel、Network Connections の順にダブルクリック

します。ステータスが Wireless Network Connection の右側に表示されます。 View および Refresh を

クリックして、現在のステータスを取得してください。 クライアント アダプタが認証された場合、

ステータスは Authentication succeeded になります。
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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 Wireless Network Properties 画面で Authentication タブをクリックします。 次の画面が表示されます

（図 D-5 を参照）。

図 D-5 Wireless Network Properties 画面（Authentication タブ）

ステップ 2 Association 画面で WPA または WPA-PSK オプションを選択していない場合は、Enable IEEE 802.1x
authentication for this network チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 EAP タイプの場合は、PEAP を選択します。 Properties をクリックします。 PEAP Properties 画面が表

示されます（図 D-6 を参照）。
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図 D-6 PEAP Properties 画面

ステップ 4 サーバの証明書評価が必要な場合は Validate server certificate チェックボックスをオンにします（推

奨）。

ステップ 5 接続するサーバ名を指定する場合は、Connect only if server name ends with チェックボックスをオ

ンにし、チェックボックスの下にあるフィールドに該当サーバ名の接尾辞を入力します。

（注） サーバ名を入力し、入力したサーバ名と一致しないサーバにクライアント アダプタが接続
した場合、認証プロセスの間に接続の受け付け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 6 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 authority（CA）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 メニューで矢印をクリック

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 7 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 8 次のいずれかを実行します。

• PEAP プロトコルがユーザにクレデンシャルの再入力を要求する前に常に以前のセッションの
再開を試み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解除時（カードが取り出される、無線がオフ
になる、アクセス ポイントの範囲外になる、プロファイルを切り替えるなどの場合）にユーザ
名とパスワードの再入力が要求さ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
的に解除されたときに、ユーザ名とパスワードを再入力する手間が省けます。 Cisco Secure
ACS System Configuration - Global Authentication Setup 画面の PEAP Session Timeout の設定に
よって、レジューム機能を有効にする期間（ユーザ クレデンシャルを再入力しなくても
PEAP セッションをレジュームできる期間）が制御されます。 このタイムアウト期間中にデ
バイスから離れると、他のユーザが PEAP セッションをレジュームしてネットワークにア
クセス可能になるので注意してください。

ステップ 9 現在、使用可能な第 2 フェーズの EAP タイプは、Generic Token Card だけです。 Properties をクリッ

クします。 Generic Token Card Properties 画面が表示されます（図 D-7 を参照）。

図 D-7 Generic Token Card Properties 画面

ステップ 10 ユーザ データベースに応じて、Static Password (Windows NT/2000, LDAP) または One Time
Password オプションを選択します。

ステップ 11 次のいずれかを実行します。

• ステップ 10 で Static Password (Windows NT/2000, LDAP) オプションを選択した場合は、ステッ
プ 12 に進みます。

• ステップ 10 で One Time Password オプションを選択した場合、次のチェックボックスのいず
れか、または両方をオンにし、1 回限りのパスワードでサポートされるトークンの種類を指定
します。



D-17
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

付録 D      Windows XP オペレーティング システムでのクライアント アダプタの設定
クライアント アダプタの設定

－ Support Hardware Token：ハードウェア トークン デバイスは 1 回限りのパスワードを取
得します。各自のハードウェア トークン デバイスを使用して 1 回限りのパスワードを取
得し、ユーザ クレデンシャルの入力が要求された場合はそのパスワードを入力する必要
があります。

－ Support Software Token：PEAP サプリカントは、ソフトウェア トークン プログラムで動
作して、1 回限りのパスワードを取得します。1 回限りのパスワードではなく、PIN だけ
を入力します。このチェックボックスをオンにした場合、Supported Type ドロップダウン 
ボックスから、クライアントにインストールされているソフトウェア トークン ソフト
ウェア（Secure Computing SofToken バージョン 1.3、Secure Computing SofToken II 2.0、RSA 
SecurID Software Token v 2.5 など）も選択する必要があります。ここで Secure Computing 
SofToken バージョン 1.3 を選択した場合は、Browse ボタンを使用してソフトウェア プロ
グラムのパスを見つける必要があります。

（注） SofToken Program Path フィールドは、Secure Computing SofToken バージョン 1.3 以
外のソフトウェア トークン プログラムを選択した場合は使用できません。

ステップ 12 OK を 4 回クリックして、設定を保存します。これで、設定は完了です。

ステップ 13 PEAP による認証手順については、「PEAP の使用方法」の項（P.6-23）を参照してください。

EAP-SIM 認証の有効化

初期設定が完了した後、次の手順に従って、クライアント アダプタが EAP-SIM 認証を使用するた

めの準備を行います。

ステップ 1 Wireless Network Properties 画面で Authentication タブをクリックします。 次の画面が表示されます

（図 D-8 を参照）。
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図 D-8 Wireless Network Properties 画面（Authentication タブ）

ステップ 2 Association 画面で WPA または WPA-PSK オプションを選択していない場合は、Enable IEEE 802.1x
authentication for this network チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 EAP タイプの場合は、SIM Authentication を選択します。

ステップ 4 Properties をクリックします。 SIM Authentication Properties 画面が表示されます（図 D-9 を参照）。
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図 D-9 SIM Authentication Properties 画面

ステップ 5 SIM のリソース（データまたはコマンド）にアクセスする場合は、EAP-SIM サプリカントから SIM

カードに有効な PIN が提供されなければなりません。この PIN は SIM に保存された PIN と一致す

る必要があります。次のオプションのいずれかを選択し、EAP-SIM サプリカントが SIM カードの

PIN を処理する方法を指定します。

• Ask for my PIN once after I turn my computer on（recommended）：ソフトウェアは PIN を永続
的に保存しません。各セッションの最初の認証で、ソフトウェアから PIN の入力が 1 度要求さ
れます。セッションは起動からシャットダウンまたはリブートまでの時間として定義されま

す。

• Ask for my PIN every time the network asks for authentication：ソフトウェアは PIN を保存しま
せん。EAP-SIM 認証が実行されるたびに PIN の入力が要求されます。クライアントがアクセス
ポイント間をローミングする場合、またはセッションのタイムアウトが指定されている場合

（アカウンティングおよびセキュリティを目的とした場合など）は、このオプションの選択は

お勧めできません。

• Let me give my PIN to the computer now and never ask me again; PIN will be encrypted and stored
on computer (not recommended)：このオプションの下の Enter PIN 編集ボックスに、PIN を 1 回
だけ入力する必要があります。ソフトウェアはレジストリに PIN を保存し、要求された場合に
レジストリからその PIN を取り出します。このオプションを選択した場合、この時点で PIN を
入力する必要があります。PIN は認証が試みられたときに評価されます。

（注） このオプションは、他のユーザが PIN を知らなくても SIM を使用できるのでお勧めで
きません。

ステップ 6 OK を 3 回クリックして、設定を保存します。これで、設定は完了です。

コンピュータのレジストリに PIN を保存するように選択している場合、EAP 認証プロセスは自動的

に開始し、クライアント アダプタは EAP 認証を行い、保存された PIN を使用して SIM カードにア

クセスします。



D-20
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

付録 D      Windows XP オペレーティング システムでのクライアント アダプタの設定
クライアント アダプタの設定

（注） 保存された PIN が間違っているために、SIM で拒否された場合、EAP-SIM サプリカントは
一時的にプロンプト モードをデフォルト設定（Ask for my PIN once after I turn my computer
on）に変更し、SIM がロックアップするのを防ぎます。手動で変更している場合を除き、こ
の設定はコンピュータの電源を切るまで継続します。SIM Authentication Properties 画面で保
存された PIN を変更します。

電源投入またはリブート後、あるいは認証要求のたびに PIN の入力が要求される設定を選択した場

合、Windows システム トレイの上に、ネットワークへのアクセスのためにクレデンシャルの入力を

要求するポップアップ メッセージが表示されます。メッセージをクリックし、PIN を入力して OK
をクリックします。 これで、クライアント アダプタは EAP 認証を行います。

ステップ 7 認証を検証するには、My Computer、Control Panel、Network Connections の順にダブルクリック

します。ステータスが Wireless Network Connection の右側に表示されます。 View および Refresh を

クリックして、現在のステータスを取得してください。 クライアント アダプタが認証された場合、

ステータスは Authentication succeeded になります。

（注） 認証がまだ保留状態にあるか、認証サーバが応答しない場合、ACU と Windows XP のシス
テム トレイ上の Windows Wireless Network Connection アイコンには接続ステータスが表示
されます。
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Wi-Fi Multimedia の有効化
Wi-Fi Multimedia（WMM）は、Quality of Service（QoS）のための IEEE 802.11e 無線 LAN 規格の一

部です。 プライオリティ タギングとキューイングをサポートします。 QoS はアクセス ポイントの機

能であり、ネットワークの専門家はこの機能を使用して、特定のトラフィックが他のトラフィック

よりも優先的に処理されるようにできます。 QoS を使用しない場合、アクセス ポイントは、パケッ

トの内容やサイズに関係なく、各パケットにベストエフォート サービスを提供します。 無線 LAN

に QoS を実装すると、ネットワーク パフォーマンスの予測が容易になり、帯域幅を効果的に使用

できます。

音声やビデオのような QoS 対応クライアント向けの時間依存のアプリケーション（Cisco IP

SoftPhone など）がコンピュータで実行されている場合は、WMM を有効にすることをお勧めします。

QoS および WMM は、クライアントがアソシエートするアクセス ポイントで有効にする必要があ

ります。 これらの機能は、Cisco IOS リリース 12.3(2)JA 以降のアクセス ポイントでサポートされて

います。 これらの機能を有効にする手順については、アクセス ポイントの資料を参照してくださ

い。

WMM は、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、PC/LM/PCI カード ドライバ

バージョン 8.6、および mini PCI/CB20A カード ドライバ バージョン 3.9 で自動的にサポートされま

す。これらのソフトウェアは、Install Wizard バージョン 1.5 以降に付属しています。 ただし、WMM

のサポートを実現するには、Windows QoS パケット スケジューラを有効にする必要があります。

Windows XP が実行されているコンピュータで QoS Packet Scheduler を有効にする手順は、次のとお

りです。

ステップ 1 Control Panel をダブルクリックします。

ステップ 2 Network Connections をクリックします。

ステップ 3 Wireless Network Connection を右クリックします。

ステップ 4 Properties をクリックします。 Wireless Network Connection Properties 画面が表示されます（図 D-10

を参照）。
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図 D-10 Wireless Network Connection Properties 画面

ステップ 5 その接続で使用される項目のリストに表示される QoS Packet Scheduler チェックボックスをオンに

します。

ステップ 6 OK をクリックします。
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Windows XP によるアクセス ポイントとのアソシエーション
Windows XP では、クライアント アダプタのドライバは、優先するネットワーク（図 D-1 を参照）

のリスト内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

エーションに失敗するか、アソシエーションが失われると、preferred networks のリスト内の次のネッ

トワークに自動的に切り替わります。アクセス ポイントにアソシエートされている限り、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する必要があ

ります（Configure および OK をクリックします）。

クライアント アダプタの現在のステータスの表示
クライアント アダプタのステータスを表示するには、Windows のシステム トレイにある、2 台のコ

ンピュータが接続されているアイコンをクリックします。 Wireless Network Connection Status 画面が

表示されます（図 D-11 を参照）。

図 D-11 Wireless Network Connection Status 画面
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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 のサイト調査ツール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）

• 信号強度単位の指定（P.E-3）

• Passive Mode の使用方法（P.E-3）

• 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-14）
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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-3）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。

（注） 配置に影響する要素の詳細は、インフラストラクチャ デバイスの資料を参照してください。
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信号強度単位の指定

サイト調査画面での信号強度単位の表示方法を指定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ACU を開きます。

ステップ 2 Preferences アイコンをクリックするか、Options ドロップダウン メニューから Preferences を選択

します。Aironet Client Utility Preferemces 画面が表示されます。

ステップ 3 Signal Strength Display Units で、次のいずれかのオプションを選択します。

• Percent：信号の強度をパーセントで表示します。

• dBm：ミリワットを基準としたデシベル値で信号強度を表示します。

ステップ 4 OK をクリックして、変更を保存します。

Passive Mode の使用方法

ステップ 1 ACU を起動し、Site Survey アイコンをクリックするか、Commands ドロップダウン メニューから

Site Survey を選択します。クライアント アダプタがコンピュータにインストールされており、実行

中の場合、Site Survey - Passive Mode 画面が表示されます。

図 E-1 は、信号強度の値をパーセントで表した Site Survey - Passive Mode 画面であり、図 E-2 は、信

号強度の値を dBm で表した同画面の上部です。

（注） 現在のプロファイル名が画面上部の括弧内に表示されます。
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図 E-1 Site Survey - Passive Mode 画面（パーセント表示の信号強度）

図 E-2 Site Survey - Passive Mode 画面（dBm 表示の信号強度）

表 E-1 は、Site Survey - Passive Mode 画面に表示される情報とその説明を示しています。
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表 E-1 Passive Mode サイト調査の統計情報

統計情報 説明

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。 信号の強度の

違いは、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（2.4GHz ク

ライアント アダプタ）

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。 信号の品質の

違いは、緑色（最も高い）、黄色（平均的）、赤色（最も低い）の 3 色で表されます。

値の範囲：0～ 100%

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
パーセントで表示するように選択した場合だけです。詳細は、「信号強度単位の指定」
の項（P.E-3）を参照してください。

Noise Level（2.4GHz クラ

イアント アダプタ）

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 レベルの違いは、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） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
dBm で表示するように選択した場合だけです。 詳細は、「信号強度単位の指定」の項
（P.E-3）を参照してください。

Beacons Received（5GHz

クライアント アダプタ）

受信予定のビーコン パケットに対する受信したビーコン パケットの割合。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。

例： アクセス ポイントは、1 秒あたり 10 ビーコンを送信します。その場合、クライア

ント アダプタは、5 秒間で 50 ビーコン パケットを受信すると予想できます。 40 パ

ケットしか受信しない場合、受信されたビーコンの割合は 80% になります。

値の範囲：0～ 100%

（注） この設定は 5GHz クライアント アダプタだけで表示されます。

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。

Link Speed ヒストグラムは、クライアント アダプタがパケットを送信するときの現在の速度

を視覚的に示しています。 リンク速度の違いは、緑色（最も速い）、黄色（中程度）、赤色（最

も遅い）の 3 色で表されます。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps（2.4GHz クライアント アダプタの場合）、

6、9、12、18、24、36、48、または 54Mbps（5GHz クライアントアダプタの場合）
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ステップ 2 Active Mode でのサイト調査を有効にする場合は、「Active Mode の使用方法」の項（P.E-7）に進ん

でください。それ以外の場合は、OK または Cancel をクリックして、サイト調査アプリケーション
を終了します。

Overall Link 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） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタ（ただし、信号強度を
パーセントで表示するように選択した場合）および 5GHz クライアント アダプタで
す。 詳細は、「信号強度単位の指定」の項（P.E-3）を参照してください。

Signal to Noise Ratio

（2.4GHz クライアント ア

ダプタ）

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～ 90dB

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
dBm で表示するように選択した場合だけです。 詳細は、「信号強度単位の指定」の項
（P.E-3）を参照してください。

Associated Access Point 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。このフィールドが表示

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、アクセス ポ

イントに名前が設定され、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）。

（注） アクセス ポイント名が 15 文字を超えている場合でも、このフィールドには 15 文字
までしか表示されません。

Access Point IP Address クライアント アダプタがアソシエートしているアクセス ポイントの IP アドレス。この

フィールドが表示されるのは、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、アクセス ポイントに IP アドレスが設定され、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）。

（注） Aironet Extensions が無効になっている場合、アソシエートされたアクセス ポイント
の IP アドレスは 0.0.0.0 と表示されます。

Channel (Frequency) クライアント アダプタが通信用チャネルとして現在使用している周波数。

値： クライアント アダプタの無線および規制地域により異なる。

表 E-1 Passive Mode サイト調査の統計情報 （続き）

統計情報 説明
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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 Mode 画面（図 E-1 を参照）で Setup ボタンをクリックします。 Site Survey Active

Mode Setup 画面が表示されます（図 E-3 を参照）。

図 E-3 Site Survey Active Mode Setup 画面

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。
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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 テストに使用するアクセス 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しているアクセス 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。

Continuous Link Test OK または Stop をクリック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

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、宛先との送受信に失敗したパケット数や、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 画面にも表示

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

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

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（2.4GHz クライアントア

ダプタは 16、5GHz クライアント アダプタは 32）が使用されます。
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ステップ 2 パラメータを設定したら、OK をクリックして、設定を保存します。Site Survey - Passive Mode 画面

が表示されます（図 E-1 を参照）。

ステップ 3 Start ボタンをクリックして、サイト調査テストを実行します。Site Survey - Active Mode 画面が表

示されます。

図 E-4 は、信号強度の値をパーセントで表した Site Survey - Active Mode 画面を示しています。ま

た、図 E-5 は、信号強度の値を dBm で表した同画面の上部を示しています。

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（2.4GHz クライアント アダプタの場合）、

6、9、12、18、24、36、48、または 54Mbps（5GHz クライアント アダプタの場合）

デフォルト： 11Mbps（2.4GHz クライアント アダプタの場合）、

54Mbps（5GHz クライアント アダプタの場合）

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： 50ms

Percent Success Threshold 欠落し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

Packet 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 を

受信できるので、再試行が可能になります。

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

試行は発生しません。

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-4 Site Survey - Active Mode 画面（パーセント表示の信号強度）

図 E-5 Site Survey - Active Mode 画面の上部（dBm 表示の信号強度）
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付録 E      サイト調査の実行
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表 E-3 は、サイト調査テストの実行中に Site Survey - Active Mode 画面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

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。 信号の強度の

違いは、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（2.4GHz ク

ライアント アダプタ）

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。 信号の品質の

違いは、緑色（最も高い）、黄色（平均的）、赤色（最も低い）の 3 色で表されます。

値の範囲： 0～ 100%

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
パーセントで表示するように選択した場合だけです。詳細は、「信号強度単位の指定」
の項（P.E-3）を参照してください。

Noise Level（2.4GHz クラ

イアント アダプタ）

2.4GHz 帯域で背景に分布する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 レベルの違いは、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） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
dBm で表示するように選択した場合だけです。 詳細は、「信号強度単位の指定」の項
（P.E-3）を参照してください。

Beacons Received（5GHz

クライアント アダプタ）

受信予定のビーコン パケットに対する受信したビーコン パケットの割合。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。

例： アクセス ポイントは、1 秒あたり 10 ビーコンを送信します。その場合、クライア

ント アダプタは、5 秒間で 50 ビーコン パケットを受信すると予想できます。 40 パ

ケットしか受信しない場合、受信されたビーコンの割合は 80% になります。

値の範囲： 0～ 100%

（注） この設定は 5GHz クライアント アダプタだけで表示されます。
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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。

Link Speed ヒストグラムは、クライアント アダプタがパケットを送信するときの現在の速度

を視覚的に示しています。 リンク速度の違いは、緑色（最も速い）、黄色（中程度）、赤色（最

も遅い）の 3 色で表されます。

値： 1、2、5.5、または 11Mbps（2.4GHz クライアント アダプタの場合）、

6、9、12、18、24、36、48、または 54Mbps（5GHz クライアントアダプタの場合）

Overall Link 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） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタ（ただし、信号強度を
パーセントで表示するように選択した場合）および 5GHz クライアント アダプタで
す。 詳細は、「信号強度単位の指定」の項（P.E-3）を参照してください。

Signal to Noise Ratio

（2.4GHz クライアント ア

ダプタ）

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～ 90dB

（注） この設定が表示されるのは、2.4GHz クライアント アダプタの場合で、信号強度を
dBm で表示するように選択した場合だけです。 詳細は、「信号強度単位の指定」の項
（P.E-3）を参照してください。

Associated Access Point 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。このフィールドが表示

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、アクセス ポ

イントに名前が設定され、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）。

（注） アクセス ポイント名が 15 文字を超えている場合でも、このフィールドには 15 文字
までしか表示されません。

Access Point IP Address クライアント アダプタがアソシエートしているアクセス ポイントの IP アドレス。この

フィールドが表示されるのは、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、アクセス ポイントに IP アドレスが設定され、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）。

（注） Aironet Extensions が無効になっている場合、アソシエートされたアクセス ポイント
の IP アドレスは 0.0.0.0 と表示されます。

Channel (Frequency) クライアント アダプタが通信用チャネルとして現在使用している周波数。

値： クライアント アダプタの無線および規制地域により異なる。

Percent Complete 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。

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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ステップ 4 Stop ボタンをクリックするか、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 または Cancel をクリックして、サイト調査アプリケーションを終了します。

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 ポイントから正常に受信できなかったパケットの数。

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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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できるだけ長い間維持しよ

うとします。そのため、サイト調査をエリアの境界付近で実行する場合、現在アソシエートされて

いるアクセス ポイントとのアソシエーションを強制的に解除して別のアクセス ポイントとアソシ

エートし直すには、クライアント アダプタの再初期化（再起動）が必要になる場合があります。

（注） クライアント アダプタを再起動すると、無線ネットワーク接続が失われることがあります。

サイト調査中に、クライアント アダプタと現在のアクセス ポイントとのアソシエーションを強制

的に解除して、別のアクセス ポイントにアソシエートし直す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Site Survey 画面の下部で Restart Card ボタンをクリックします。

ステップ 2 選択内容を確認するプロンプトが表示されたら、Yes をクリックします。ドライバによってクライ

アント アダプタの無線が停止し、パラメータ設定が変更されていなくても設定が書き込まれた後、

無線が再起動します。
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G L O S S A R Y

802.1X 802.1X for 802.11 とも呼ばれる。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 とそのプロトコルである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。

802.11a 5GHz OFDM システムの構成を規制する IEEE 規格。無線 UNII 帯域に対して物理層の実装を指定し
（UNII、UNII 1、および UNII 2 を参照）、100MHz 帯域幅あたり 4 チャネルを割り当てます。

802.11b 2.4GHz 周波数帯で稼動する 5.5Mbps 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。

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。LEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、PEAP、EAP-SIM のい
ずれかの認証をクライアント アダプタで使用している場合にこの機能を有効にすると、アクセス ポイ
ントで提供される動的なブロードキャスト WEP キーが、指定した間隔で変更されます。

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。
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CCKM Cisco Centralized Key Management。CCKM を使用すると、認証済みクライアント デバイスはあるアクセ
ス ポイントから別のアクセス ポイントへローミングできますが、このとき、再アソシエーションに伴
う遅延は感じられません。ネットワーク上のアクセス ポイントは、Wireless Domain Services（WDS）を
提供し、サブネット上の CCKM 対応クライアント デバイスに対してセキュリティ認証のキャッシュを
生成します。WDS アクセス ポイントの認証キャッシュにより、CCKM 対応クライアント デバイスが
新しいアクセス ポイントにローミングする場合の再アソシエーションに必要な時間が大幅に削減され
ます。

CKIP Cisco Key Integrity Protocol。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。

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。

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。

EAP-FAST Extensible Authentication Protocol - Flexible Authentication via Secure Tunneling。Windows 2000 または XP で
使用できる 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。
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.

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。

全二重 各ノードが同時に送受信する通信方法（双方向）。半二重も参照してください。

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

半二重 各ノードが順番で送受信する通信方法（一方向）。 全二重も参照してください。

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。

I

IEEE 電気電子学会。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。

IPX Internetwork Packet Exchange。データをサーバからワークステーションに送信するために使用される
NetWare ネットワーク レイヤ プロトコル。

等方性 球形に信号を放射するアンテナ。

L

LEAP EAP をサポートしていないオペレーティング システムで使用可能な 802.1X 認証タイプ。EAP-Cisco
Wireless とも呼ばれます。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。
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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（Message Integrity Check）。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

OFDM 直交周波数分割多重（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）。ブロードバンド 無線通信用マルチ
キャリヤ変調方式です。

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。

Q

QoS Quality of Service。 無線 LAN の QoS では、トラフィックの分類に基づいて、WLAN 上のアクセス ポイ
ントからのトラフィックの優先順位が付けられます。 QoS の利点がより明らかとなるのは無線 LAN の
負荷が増えたときで、そのようなときにも選択されたトラフィック タイプの遅延、ジッタ、および損
失が許容範囲内に保たれます。

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。

R

無線チャネル 無線が動作する周波数。
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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。

RP-TNC Cisco Aironet の無線機器とアンテナに固有のコネクタ タイプ。スペクトラム拡散デバイスに関する FCC
規則の Part 15.203 では、送信機器で使用できるアンテナのタイプが制限されています。この規則に適合
するため、Cisco Aironet では、他のすべての無線 LAN プロバイダーの製品と同様に、無許可のアンテ
ナを無線機器に取り付けることができないよう、無線装置とアンテナに固有のコネクタを使用していま

す。

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（Service Set IDentifier）。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 を利用して 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。

UNII Unlicensed National Information Infrastructure。5GHz 無線デバイス用の FCC 規制地域。UNII 帯域は、100
MHz 帯域で、802.11a OFDM 変調の使用時には 4 チャネルに分割されます。

UNII 1 屋内無線 LAN アプリケーション専用の UNII 帯域。UNII 1 は、5.15 から 5.25GHｚ に配置されており、
最大 6dBi のアンテナを使った場合、最大送信電力は 40mW（16dBm）になります。UNII 1 規定により、
据え付け型、一体型アンテナが必要です。

UNII 2 屋内無線 LAN アプリケーション専用の UNII 帯域。UNII 2 は、5.35 から 5.25GHｚ に配置されており、
最大 6dBi のアンテナを使った場合、最大送信電力は 40mW（23dBm）になります。UNII 2 規定では、
補助の、ユーザが搭載可能なアンテナが許可されています。
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W

WDS Wireless Domain Services。無線 LAN で WDS を提供するアクセス ポイントは、無線 LAN の CCKM 機能
のあるクライアント デバイスに対するクレデンシャルのキャッシュを維持します。CCKM 対応クライ
アントが、1つのアクセス ポイントから別のアクセス ポイントにローミングする場合、WDS アクセス
ポイントは、マルチキャスト キーを持つ新しいアクセス ポイントに、クライアントのクレデンシャル
を転送します。クライアントと新しいアクセス ポイントとの間で渡されるパケットは 2 つだけなので、
再アソシエーションの時間が大幅に短縮されます。

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。

WMM Wi-Fi Multimedia。 WMM は、Quality of Service（QoS）のための IEEE 802.11e 無線 LAN 規格の一部です。
プライオリティ タギングとキューイングをサポートします。

ワークステーション 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。

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の水準と、アクセス制
御を大幅に強化する、標準準拠の相互運用性のあるセキュリティ拡張です。WPA は、現在策定中の
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、TKIP（Temporal Key Integrity
Protocol）を使用してデータ保護し、802.1X を使用して認証キーを管理します。
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E-8

アクセス ポイント、指定　　5-12
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リンク テスト　　7-20

O

OK ボタン、機能　　1-9

One Time Password 画面　　6-25

Open 認証　　5-32, D-8

Options ドロップダウン メニュー　　1-9, 4-14, 7-3, 9-12,
E-3

P

PAC

インポート　　5-42‐ 5-43

削除　　5-45

説明　　5-20

パスワードの入力　　5-43

保管ルール　　5-20

PAC 機関

選択　　5-41

ドロップダウン リスト　　5-42

PAC プロビジョニング

自動　　5-41

手動　　5-41

手動プロビジョニングの有効化　　5-42‐ 5-43

Packet Size パラメータ　　7-20, E-8

Packet Tx Type パラメータ　　E-9
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クライアントとアクセス ポイントでの設定　　
5-30

ステータス　　7-8

説明　　5-26

TKIP オプション、Windows XP　　5-49, D-9
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Turn Quiet Mode On、ACU メニュー オプション　　9-19

Turn Radio Off

ACM のメニュー オプション　　8-8

ACU のメニュー オプション　　9-18

Turn Radio On

ACM のメニュー オプション　　8-8

ACU のメニュー オプション　　9-18

U

Unplug or Eject Hardware アイコン（Windows）　　9-5

Use Another Application To Configure My Wireless Settings
オプション　　4-9

Use Auto Profile Selection オプション　　4-8, 8-9

Use Other Configuration Application（ACM）　　8-9

Use Saved User Name and Password オプション

EAP-FAST 向け　　5-40

LEAP 向け　　5-35

Use Selected Profile オプション　　4-8

Use Short Radio Headers パラメータ　　5-7

Use Temporary User Name and Password オプション

EAP-FAST 向け　　5-40

LEAP 向け　　5-35

Use Windows Logon User Name and Password オプション

EAP-FAST 向け　　5-40

LEAP 向け　　5-35

Use Windows to configure my wireless network settings パラ
メータ - Windows XP　　5-48, D-7

W

Wake Duration パラメータ　　5-16

WEP

キー

サイズ　　5-18, D-2

種類　　5-18

その他のセキュリティ機能　　5-25‐ 5-26

タイプ　　D-2

定義　　5-18, D-2

ステータス　　7-8

製品型番による指定　　1-2

WEP オプション、Windows XP　　D-9

WEP キー ハッシュ　　5-26

WEP キーの入力方法のパラメータ　　5-31



Index

8
Cisco Aironet 350/CB20A 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 版

OL-1394-09-J

Wi-Fi Multimedia（WMM）

WMM を参照

Wi-Fi Protected Access（WPA）

WPA を参照

Wi-Fi Protected Access（WPA）パラメータ　　5-34, 5-38,
5-46

Windows Wireless Network Connection アイコン、接続の
使用不可が示される　　10-11

Windows XP

ACU との機能比較　　3-15

EAP-SIM 認証の有効化　　D-17‐ D-20

EAP-TLS 認証の有効化　　D-11‐ D-13

PEAP 認証の有効化　　D-14‐ D-17

クライアント アダプタのステータスの表示　　
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