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機器の接続1

次のものを用意し、WAP125 をネットワークに接続します。

● WAP125 本体　● PoE 給電対応スイッチ（推奨）　● イーサネット ケーブル

 1-1 必要な機器を用意する

 注意

PoE 給電に非対応のスイッチやルータに WAP125 を接続する場合は、同梱の電源アダプタを接続してくだ
さい。

 1-2 WAP125 をネットワークに接続する

1  PoE 給電対応スイッチのイー
サネット ポートに、イーサネッ
ト ケーブルを接続

2  イーサネット ケーブルのもう一
端を、WAP125背面のイーサ
ネット ポートに接続

PoE 給 電 対 応 ス イッチ から 
WAP125 への給電が開始されて、
WAP125 前面のシステム LED が
点滅します。
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1 機器の接続

3  システム LED の点灯を確認

WAP125 前面のシステム LED が
グリーンに点灯したら、接続は完了

です。次ページ以降を参考に、無線 
LAN 対応コンピュータを WAP125 
に無線 LAN 接続して初期セットアッ
プを開始します。

 MEMO

本ガイドでは、PoE 給電対応スイッチの利用を推奨します。PoE 給電対応スイッチに WAP125 を接続す
れば、電源ケーブルは必要ありません。LAN ケーブルを介して電力が供給されるため、たとえば天井など、
付近に電源コンセントがない場所にもスマートに設置できます。

Cisco Start シリーズでは、次のラインアップがあります。

■ Cisco 350 シリーズ マネージド スイッチ
 ● SG350-10P-K9-JP（8 ポート、62 W PoE+）
 ● SG350-10MP-K9-JP（8 ポート、124 W PoE+）
 ● SG350-28P-K9-JP（24 ポート、195 W PoE+、4 ポートで 60 W PoE サポート）

■ Cisco 300 シリーズ マネージド スイッチ
 ● SG300-10PP-K9-JP（8 ポート、62 W PoE+）
 ● SG300-10MPP-K9-JP（8 ポート、124 W PoE+）
 ● SG300-28PP-K9-JP（24 ポート、180 W PoE+）

■ Cisco Catalyst 2960-L シリーズ
 ●WS-C2960L-8PS-JP（8 ポート、67 W PoE+）
 ●WS-C2960L-16PS-JP（16 ポート、120 W PoE+）
 ●WS-C2960L-24PS-JP（24 ポート、195 W PoE+）
 ●WS-C2960L-48PS-JP（48 ポート、370 W PoE+）
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初期セットアップ2

ノート PC など、無線 LAN 対応コンピュータを使用して WAP125 に無線 LAN 接続し、
WAP125 の管理画面（Web ベースの設定ユーティリティ）にアクセスします。本ガイドでは 
Windows 10 での手順を説明しますが、Windows の他のバージョンや macOS でも、基本
的な手順はほぼ同じです。

 2-1 設定ユーティリティにアクセスする

3  ［接続］をクリック

1  タスク バーのネットワーク アイ
コンをクリック

利用可能なワイヤレス アクセス ポイ
ント（SSID）のリストが表示されます。

1

3

2  リストから［CiscoSB-Setup］
を検索してクリック

2
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2 初期セットアップ

4  ［ネットワーク セキュティ キー
の入力］に「cisco123」を
入力

5  ［次へ］をクリック

コンピュータが WAP125 に無線 
LAN 接続されて、デフォルトのブラ
ウザが自動的に起動します。セキュリ

ティ警告メッセージが表示されます。

4
5

6  ［詳細情報］などをクリック

セキュリティ警告メッセージの内容や

表示方法は、ブラウザによって異な

ります。
6

 MEMO

デスクトップ PC など、無線 LAN 非対応コンピュータを使用して
WAP125 の設定ユーティリティにアクセスする場合は、ネットワーク検
出ユーティリティ「Cisco FindIT」のインストールを推奨します。Cisco 
FindIT をインストールしたコンピュータを WAP125 と同じネットワーク（ス
イッチなど）に接続すると、ブラウザの Cisco FindIT ツールバーから 
WAP125 の設定ユーティリティにかんたんにアクセスできます。

Cisco FindIT は Cisco.com ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.cisco.com/jp/go/findit/download
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8  ［ユーザ名］に「cisco」を入
力

9  ［パスワード］に「cisco」を
入力

10  ［ログイン］をクリック

セットアップ ウィザードが自動的に起
動します。

7  ［Web ページに移動（非推
奨）］などをクリック

セキュリティ警告メッセージを無視し

て閲覧を続行します。ログイン画面

が表示されます。7

9

10

8

 MEMO

初回ログイン時に使用するユーザ名とパスワードは、デフォルトで「cisco」に設定されています。
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2 初期セットアップ

1  ［次へ］をクリック

2  ［次へ］をクリック

IP アドレスの設定画面です。デフォ
ルトでは［動的 IP アドレス (DHCP)
(推奨 )］が選択されています。静的 
IP アドレスを使用する場合は、［静
的 IP アドレス］を選択して、各入力
欄に任意の値を入力します。

1

2

設定ユーティリティにログインすると、自動的にセットアップ ウィザードが起動します。表示され
る画面に従って、アクセス ポイントの基本情報（IP アドレス、時刻、パスワード）を設定します。

 2-2 基本情報を設定する
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3  ［タイムゾーン］ドロップ ダウ
ン リストから［日本］を選択

4  ［次へ］をクリック

時刻の設定画面です。［タイムゾー

ン］を選択すると、デフォルトでは  
Network Time Protocol（NTP）に
よる時刻の自動同期が有効になりま

す。NTP サーバの IP アドレスを指
定したい場合は、セットアップ ウィ
ザード完了後、設定ユーティリティの

［システム設定］－［時刻］ページ

にアクセスしてください。

4

5  ［新しいパスワード］に任意の
パスワードを入力

6  ［パスワードの確認］に❺と同
じパスワードを入力

7  ［次へ］をクリック

パスワードの設定画面です。ここで

設定するパスワードは、設定ユーティ

リティへの次回からのログインに使

用します。

7

5

6

3

 MEMO

WAP125 のパスワード、およびワイヤレス ネットワークのセキュリティ キーは、デフォルトでは 8 文字以上、
および英大文字、英小文字、数字 /記号の組み合わせにする必要があります。この条件に合致しない場合は［パ
スワード強度メーター］のメーターが赤色で［最小値未満］と表示され、［次へ］をクリックすると赤字で警

告文が表示されます。［パスワードの複雑性］の［有効化］のチェックを解除すると、この条件に合致しない

パスワードを設定できますが、推奨しません。
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2 初期セットアップ

2.4 GHz帯で使用するワイヤレス ネットワークを設定します。
表示される画面に従って、ネットワーク名（SSID）、セキュリティ、VLAN を設定します。

 2-3 無線 1（2.4 GHz）を設定する

1  ［ネットワーク名 (SSID)］に
任意の名前を入力

2  ［次へ］をクリック

ノート PC やスマートフォンなど、無
線 LAN 対応デバイスで、利用可
能なワイヤレス アクセス ポイント
（SSID）として表示される名前を設
定します。2

1

3  ［最も強力なセキュリティ
(WPA2 パーソナル - AES)］
を選択

4  任意のセキュリティ キーを入力

5  ［次へ］をクリック

ノート PC やスマートフォンなど、無
線 LAN 対応デバイスから、❶で設
定した SSID に接続する場合に使用
するパスワードを設定します。通常

は、［最も強力なセキュリティ(WPA2 
パーソナル - AES)］を選択します。

5

3

4
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6  ［VLAN ID］に任意の数字を
入力

7  ［次へ］をクリック

VLAN（仮想ネットワーク）でネット
ワークを仮想的に分割している場合、

その ID（番号）を入力することで、
❶で設定した SSID に接続するデバ
イスが特定の仮想ネットワークに所

属するように設定できます。
7

6

5 GHz帯で使用するワイヤレス ネットワークを設定します。
表示される画面に従って、ネットワーク名（SSID）、セキュリティ、VLAN を設定します。

 2-4 無線 2（5 GHz）を設定する

1  ［ネットワーク名 (SSID)］に
任意の名前を入力

2  ［次へ］をクリック

ノート PC やスマートフォンなど、無
線 LAN 対応デバイスで、利用可
能なワイヤレス アクセス ポイント
（SSID）として表示される名前を設
定します。2

1
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2 初期セットアップ

6  ［VLAN ID］に任意の数字を
入力

7  ［次へ］をクリック

VLAN（仮想ネットワーク）でネット
ワークを仮想的に分割している場合、

その ID（番号）を入力することで、
❶で設定した SSID に接続するデバ
イスが特定の仮想ネットワークに所

属するように設定できます。
7

6

3  ［最も強力なセキュリティ
(WPA2 パーソナル - AES)］
を選択

4  任意のセキュリティ キーを入力

5  ［次へ］をクリック

ノート PC やスマートフォンなど、無
線 LAN 対応デバイスから、❶で設
定した SSID に接続する場合に使用
するパスワードを設定します。通常

は、［最も強力なセキュリティ(WPA2 
パーソナル - AES)］を選択します。

5

3

4

 MEMO

WAP125 が無線 1（2.4 GHz）でサポートする無線規格は IEEE 802.11b/g/n、 無線 2（5 GHz）でサポー
トする無線規格は IEEE 802.11a/n/ac です。11n 対応デバイスとの接続では理論値で最大 300 Mbps、
11ac 対応デバイスとの接続では理論値で最大 867 Mbps のデータ レートをサポートします。
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ゲスト ネットワークを設定します。
無線 1、無線 2と同様に、ネットワーク名やセキュリティ キーを設定します。

 2-5 ゲスト ネットワークを設定する

3  ［無線 1（2.4 GHz）］または
［無線 2（5 Ghz）］を選択

4  ［ゲスト ネットワーク名］に任
意の名前を入力

5  ［次へ］をクリック

ゲストの無線 LAN 対応デバイスで、
利用可能なワイヤレス アクセス ポイ
ント（SSID）として表示される名前
を設定します。

5

4

3

1  ［はい］を選択

2  ［次へ］をクリック

ゲスト ネットワークを使用しない場
合は、［いいえ］を選択してください。

2

1
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2 初期セットアップ

6  ［最も強力なセキュリティ
(WPA2 パーソナル - AES)］
を選択

7  任意のセキュリティ キーを入力

8  ［次へ］をクリック

ゲストの無線 LAN 対応デバイスか
ら、❹で設定した SSID に接続する
場合に使用するパスワードを設定し

ます。

8

6

7

9  ［VLAN ID］に任意の数字を
入力

10  ［次へ］をクリック

通常は、「2-3」❻および「2-4」❻
とは異なる値を入力して、ゲスト ネッ
トワークを社内ネットワークから隔離

します。

10

9

11  ［次へ］をクリック

リダイレクト URL（ゲスト ユーザが
無線 LAN 接続後、最初にアクセス
する Web ページ）を有効にしたい
場合、［リダイレクト URL を有効化］
をチェックし、入力欄にURL を入力
します。

11
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最後に、設定内容を確認してセットアップ ウィザードを完了します。

 2-6 セットアップ ウィザードを完了する

2  ［終了］をクリック

WAP125 の初期セットアップが完了
しました。

2

1  ［送信］をクリック

［送信］をクリックする前に、［無線 1
（2.4 GHz）］［無線 2（5 Ghz）］［キャ
プティブ ポータル（ゲスト ネットワー
ク）の概要］を参照して、設定内容

を確認することを推奨します。セキュ

リティの有効化には数分かかる場合

があります。完了画面が表示される

のを待ちます。1

 注意

❶の［送信］クリック後、数分経過しても「セキュリティを有効にしています」と表示されたまま、❷の完了

画面が表示されない場合があります。その場合は、ノート PC やスマートフォンなど無線 LAN 対応デバイ
スで、利用可能なワイヤレス アクセス ポイント（SSID）として表示されるリストを確認してください。「2-3」
❶や「2-4」❶で設定した SSID が表示される場合、初期セットアップが完了しています。
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3 設定ユーティリティの概要

設定ユーティリティの概要3
WAP125 の詳細設定やワイヤレス ネットワークのモニタリングには、Web ベースの設定ユー
ティリティを使用します。ここでは、設定ユーティリティへのアクセス方法を説明し、画面を簡単

に紹介します。

設定ユーティリティは Web ベースのため、ブラウザを使用します。

 3-1 設定ユーティリティにアクセスする

1  ブラウザのアドレス バーに 
WAP125 の IP アドレスを入
力して Enter キーを押す

セキュリティ警告メッセージが表示さ

れる場合があります。

1

 MEMO

「2-2」❷で［動的 IP アドレス (DHCP)(推奨 )］を選択した場合は、ルー
タなど DHCP サーバで、WAP125 に割り当てられた IP アドレスを特定
してください。「2-2」❷で［静的 IP アドレス］を選択した場合は、設定し
た IP アドレスを入力してください。または、ネットワーク検出ユーティリティ
「Cisco FindIT」をインストールすると、ブラウザの Cisco FindIT ツール
バーから WAP125 の設定ユーティリティにかんたんにアクセスできます。

Cisco FindIT は Cisco.com ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.cisco.com/jp/go/findit/download
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2  セキュリティ警告メッセージが
表示される場合、［詳細情報］
などをクリック

セキュリティ警告メッセージの内容や

表示方法は、ブラウザによって異な

ります。

2

3  ［Web ページに移動（非推
奨）］などをクリック

セキュリティ警告メッセージを無視し

て閲覧を続行します。ログイン画面

が表示されます。3

4  ［ユーザ名］に「cisco」を入
力

5  ［パスワード］に「2-2」❺で
設定したパスワードを入力

6  ［ログイン］をクリック

ダッシュボードが表示されます。

5

6

4
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3 設定ユーティリティの概要

設定ユーティリティにログインする

と、最初にダッシュボードが表示

されます。接続済みのクライアン

ト数や無線 1 および 2 それぞれ
のスループットなど、ワイヤレス 
ネットワークの状況をグラフィカル

に確認できます。

 3-2 ダッシュボード

WAP125 のホスト名や MAC ア
ドレスなど、基本的なシステム情

報を確認できます。

 3-3 はじめに

LAN 設定や通知設定、管理者の
ユーザ アカウント設定など、シス
テム関連の詳細な設定ができま

す。

 3-4 システム設定



18 Cisco WAP125 かんたんセットアップ ガイド

無線 1 および 2 それぞれの詳細
な無線プロパティ、クライアント 
フィルタや QoS など、ワイヤレス
関連の詳細な設定ができます。

 3-5 ワイヤレス

複数の WAP で無線 LAN を構
成する場合に利用できる、ブリッ

ジ モード関連の設定ができます。

 3-6 ワイヤレス ブリッジ

WPA2 エンタープライズ モード 
セキュリティを導入している場合

に利用できる、高速ローミング関

連の設定ができます。

 3-7 高速ローミング
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3 設定ユーティリティの概要

アクセス コントロール リストによ
るトラフィックの管理、クライアン

ト QoS による帯域幅の管理など
ができます。

 3-8 アクセス コントロール

ファームウェアのアップグレードや

設定の保存、再起動などができ

ます。

 3-9 管理

トラブルシューティングやパフォー

マンス最適化を目的とする分析の

ために、WAP125 が送受信する
パケットを補足および保管できる、

パケット キャプチャ関連の設定が
できます。

 3-10 トラブルシュート
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E メールでお問い合わせの際には、こちらのテキストと必要事項を記入して送信してください。

＜ご担当者情報＞
• ご担当者のお名前（漢字/ふりがな）： 　
• Cisco.com ID： 　
• 会社名（漢字/ふりがな）： 　
• 住所（漢字/ふりがな）： 　
• 電話番号： 　
• FAX 番号： 　
• E メール アドレス：

＜製品情報＞ 　
• シリアル番号： 　
• 問題の内容： 　
• 製品設置先住所（漢字/ふりがな）： 　
• サービス契約番号（お持ちの場合のみ）：

7 8-101097-0 1 A 0
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