
ゲスト無線ネットワークの設定 
概要
 

Cisco スモール ビジネス ワイヤレスアクセスポイントとのスモール ビジネス ネットワーク
を拡張することはどこでもから従業員をネットワークに接続されて得る優秀な方法です。
WAP371 のような製品は容易に存在するネットワークに統合されおよび最新の 802.11ac 高
速 無線接続を提供できます。 Ciscoワイヤレス ゲスト アクセス機能はネットワークへのク
ライアントおよび他のビジターへの従業員に提供される同じモビリティをおよび利便性を提
供します。
 
Ciscoワイヤレス ゲスト アクセス機能は内部ネットワークのセキュリティを維持している間
ビジターにワイヤレスアクセスを提供する便利で、費用効果が高い方法を提供します。 ワ
イヤレス ゲスト ネットワークは次の基本的な機能性を提供します:
 

• オープン接続によるゲストへのインターネットアクセス 
• ビジネス ネットワークとは別に保存されるゲスト ネットワークのトラフィック 
• ネットワークにゲストが互いに通信することを防ぐために接続されていなかった各ゲス
トにのためのワイヤレスアクセス
  

主な機能
 
VLAN 間ルーティング
 

Cisco RV ルータの VLAN 間ルーティングを Cisco スモール ビジネス ワイヤレスアクセス
ポイントのワイヤレス SSID 分離機能と結合して、あらゆる既存の Cisco スモール ビジネ
ス ネットワークのゲスト アクセスのための簡単な、セキュア ソリューションを追加料金な
しで作成します。
  

ワイヤレス SSID 分離
 

ワイヤレス SSID 分離機能は正常な無線ネットワークのユーザからゲスト無線ネットワーク
のユーザを分けます。 さらに、ワイヤレス分離を有効に することによって（SSID の内で
）、ゲスト ネットワークの無線ユーザは互いから同様に分かれます。 これは追加のセキュ
リティでユーザを提供することを可能にします。
  

802.1Q カプセル化
 

IEEE 802.1Q 規格が単一のリンク上の複数のVLAN からのトラフィックを処理するのに使用
され、頻繁にトランクと言われます。 パケットが「タグ付けされた」としてマークされる
場合、情報の識別を用いるリンクに送信 されどの VLAN に属するか識別するように受電端
がします。 「タグが付いていない」トラフィックは情報の識別無しでリンクに送信 されま
す。 「マークされるトラフィックは」除かれてリンクを交差させることができません。
  

使用されるデバイス
 

• RV130 ルータ（1.0.1.3） 
• SG300 シリーズ ギガビット PoE+ によって管理されるスイッチ（1.4.0.88） 
• WAP371 ワイヤレスアクセスポイント（1.1.2.3） 
 



注: 使用されるデバイスはこの設定に適当な唯一の物ではないです。 このセットアップはま
たネットワークに適用するかもしれません。 ゲスト ネットワーク機能が利用できたかどう
か確認するために特定のデバイスのための管理 ガイドを参照して下さい。
 
注: WAP371 はイーサネットケーブルに動力を与えられるべきなら 802.3at 対応入力電源を
必要とします。 これは Cisco すべての PoE+ スイッチでまたは 802.3at PoE 注入器の使用
によって利用可能です。
  

ネットワーク トポロジ
 

 
シナリオに関しては、SG300 のポート G9 へのブロードバンド インターネット 接続に、お
よびプラグを差し込まれた RV 130 のポート 1 がプラグを差し込まれた RV130 の WAN ポ
ートあります。 また WAP371 のイーサネットポートにプラグを差し込まれた SG300 のポ
ート 1 があります。 より高い帯域幅を利用するために WAP371 の 5GHz 帯域を使用します
。
  

手順
 
RV130 のゲスト アクセス VLAN を追加し、設定します
 

ステップ 1.ルータのための Web コンフィギュレーションユーティリティを開き、ネットワ
ーキング > LAN > VLANメンバーシップにナビゲート して下さい。 開いた VLANメンバー
シップ ページ:
 

 
ステップ 2.表に新しい VLAN を追加するために『Add Row』 をクリック して下さい。
New 列は VLANの設定 表に現われます。
 



 
ステップ 3. VLAN ID フィールドでゲスト VLAN ID のための数を入力して下さい。 スイッ
チおよびワイヤレスアクセスポイントの設定に同様に適用するのでこの ID 番号を覚えてい
て下さい。 この例 VLAN ID 25 でゲスト ネットワークのために選択されます。
 

 
ステップ 4 Description フィールドでは、VLAN の名前を入力して下さい。 これはこの例で
ゲスト ネットワーク アクセスのために使用されるので、ゲストとして指名されました。
 



 
ステップ 5 各ポートのドロップダウン リストに関しては、スイッチにルータを接続するポ
ートにタグ付けされた選択して下さい。 これはゲスト VLAN からのパケットを示します従
って受電端のその他のデバイスによって識別することができます。 他のすべての接続され
ていないポートに関しては、これらのポートに行っているゲスト VLAN からのトラフィッ
クをブロックするために除かれる選択して下さい。 この例で RV130 は LAN ポート 1.を通
して SG300 に接続されます。 その他の情報に関してはに関する「タグ付けし」、「タグが
付いていない」トラフィックは、この資料の主な特徴 セクションの 802.1Q カプセル化を
示します。
 

 
ステップ 6.新しく作成されたゲスト VLAN を保存するために『SAVE』 をクリック して下
さい。
 



  
SG300 のゲスト アクセス VLAN を追加し、設定します
 

このセクションでは、ゲスト アクセス VLAN 25 は SG300 スイッチに追加され、VLAN は
ルータへのトランクに含まれています。 RV130 ルータへのワイヤレスアクセスポイントを
直接つなぐことを計画する場合 WAP371 のゲスト アクセス VLAN を追加し、設定すること
にスキップして下さい。
 
ステップ 1. SG300 の Web コンフィギュレーションユーティリティにログインし、VLAN管
理 > VLANの設定にナビゲート して下さい。 VLANの設定 ページは提示されます:
 

 
ステップ 2.新しい VLAN を追加するために『Add…』 をクリック して下さい。
 

 
追加 VLAN ウィンドウは現われます:
 



 
ステップ 3 VLAN ID フィールドでは、ゲスト ネットワーク アクセスのために使用する
VLAN の ID を入力して下さい。 ID が前のセクションのルータで設定 される ID と一致する
ことを確かめて下さい。
 

 
ステップ 4 VLAN Name フィールドでは、ゲスト VLAN の名前を入力して下さい。
 

 
ステップ 5 VLANインターフェイス State フィールドで、スイッチの中の VLANインターフ
ェイスをイネーブルに設定するためにチェックボックスを選択して下さい。
 



 
リンクステータス SNMPトラップ フィールドのステップ 6. （オプションの）は、スイッチ
がこの VLAN の動作状態に関して SNMPトラップを送信 するようにチェックボックスを選
択します。 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップはイベントが発生すると
き SNMP 管理 プログラムに送るために設定するスイッチはことができるメッセージで、情
報が含まれているリアルタイムでアップデートされる中央集中型データベースがあることを
ネットワーク管理者は許可します。
 

 
ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。 新しく作成された VLAN は表に現われる必
要があります。
 

 
ステップ 8.の近くで閉じます追加 VLAN ウィンドウをクリックして下さい。
 



 
ステップ 9. VLAN管理 > VLAN へのポートへのナビゲート。 VLAN ページへのポートは現
われます:
 

 
ステップ 10： VLAN ID 等号からドロップダウン リストへの、ゲスト ネットワークの ID を
選択して下さい。
 



 
ステップ 11. 『Go』 をクリック して下さい。 ゲスト VLAN のための VLANメンバーシッ
プ 表は下記に表示する。
 

 
ステップ 12： 表にリストされているスイッチのポート インターフェイスのそれぞれのため
にドロップダウン リストから適切なメンバシップ型を選択して下さい。 ゲスト VLAN のた
めの他の接続されていないポートはすべて除かれるに入力からのゲスト トラフィックをブ
ロックするために設定 する必要があるが WAP371 （GE1）にスイッチを接続し、ポート 受
電端で識別されるべきパケットをマークするために RV130 （GE9）はタグ付けする必要が
あります。
 



 
ステップ 13： [Apply] をクリックして設定を保存します。
 

 
ステップ 14： Administration > File Management > コピー/保存設定へのナビゲート。 コピ
ー/保存設定 ページは提示されます:
 



 
ステップ 15： 設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。 このページで示さ
れるフィールドのその他の情報に関しては WAP371 のダウンロード/バックアップコンフィ
ギュレーションを参照して下さい。
 

 
コピー File ダイアログボックスは現われます:
 

 
ステップ 16： [OK] をクリックします。 コピー/Status ページ保存設定は現われます:
 



 
ステップ 17： [Done] をクリックします。
  

WAP371 のゲスト アクセス VLAN を追加し、設定します
 

このセクションでは、別途の SSID はゲスト アクセスのために作成され、セキュリティ設
定は無線ネットワークに加えられます。
  

ワイヤレス無線を有効に して下さい
 

ステップ 1.ワイヤレスアクセスポイント Web コンフィギュレーションユーティリティへの
ログインおよびワイヤレス > Radio へのナビゲート。 無線のページは提示されます:
 

 
ステップ 2.有効に することを望むワイヤレス無線に Radio ボタンを選択して下さい。
2.4Ghz 帯域は広くサポートされます。 5Ghz 帯域はすべてのデバイスによってサポートさ
れないし、より小さい範囲、サポートより高い速度があります。
 



 
ステップ 3 ワイヤレス無線の使用を有効に するために Radio フィールドの Enable チェッ
クボックスをチェックして下さい。 5GHz 無線を有効に する場合、pop アップ メッセージ
は 802.3at 対応入力電源が必要となること現われま知らせます。 標準 PoE は 802.3at 規格
をサポートしません。 PoE+ デバイスおよび AC アダプタは 802.3at 規格に合います。
[OK] をクリックして、次に進みます。
 

 
ステップ 4.変更を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
確認ウィンドウは現われます:
 

 
ステップ 5.続くために『OK』 をクリック して下さい。 ページはリフレッシュします。
  

SSID に VLAN を割り当てて下さい
 

ステップ 1.ワイヤレスアクセスポイント Web コンフィギュレーションユーティリティへの
ログインおよびワイヤレス > ネットワークへのナビゲート。 ネットワーク ページは提示さ
れます:
 

 
呼び出します。 Radio フィールドで、ワイヤレス ゲスト アクセスの使用のために設定する
ことを望む無線に対応する Radio ボタンを選択して下さい。 これは前のセクションのステ
ップ 2 で以前に 有効に なりましたその無線を一致する必要があります。
 



 
ステップ 3.チェックボックスを VLAN ID 1 の SSID の隣で選択し、『Edit』 をクリック し
て下さい。 これは変更が内部 使用のための VLAN と対応するフィールドに行うようにしま
す。
 

 
ステップ 4. SSID Name フィールドの内部ネットワークの名前で入力して下さい。
 

 
ステップ 5 セキュア パスワードを内部 使用のための無線ネットワークに追加するために、
セキュリティ ドロップダウン リストからの個人的『WPA』 を選択 して下さい。 オプショ
ンの New メニューは現われます:
 

 
注: WPA エンタープライズは中央集中型 RADIUSサーバを通ってより多くの拡張セキュリ
ティ オプション 個々のユーザのそのオファー記録です。 WPA エンタープライズ 設定に関
する詳細については、WAP351、WAP131 および WAP371 の VAP の設定を参照して下さ
い。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5072-configuring-a-vap-on-the-wap351-wap131-and-wap371.html


ステップ 6 Key フィールドでは、ワイヤレスアクセスのための望ましいパスワードを入力
して下さい。 鍵の強度 メートルは可能性のある セキュリティの脅威に対して『
Password』 を選択 されるの強度を評価します。
 

 
ステップ 7 ゲスト SSID を追加するために、『Add』 をクリック して下さい。 SSID リス
トの New エントリは現われます。
 

 
ステップ 8 ゲスト SSID を設定し始めるためにチェックボックスを選択し、『Edit』 をクリ
ック して下さい。
 

 
ステップ 9： VLAN ID フィールドでは、ネットワークのゲスト VLAN と関連付けられる ID
で入力して下さい。 この ID がルータの設定の間に選択した確かめ、切り替えなさい 1 つと
一致することを。
 



 
ステップ 10. SSID Name フィールドのゲスト ネットワークの名前で入力して下さい。
 

 
ステップ 11： ゲスト ネットワーク ユーザが直接ローカルネットワークに通信できること
をチェックしなさいチャネル分離チェックボックスを防ぐために。
 

 
ステップ 12： 最近設定された SSID を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
確認ウィンドウは現われます:



 
ステップ 13： [OK] をクリックして、次に進みます。
  

SSID の検証
 

今この技術情報の WAP371 のゲスト アクセス VLAN を追加し、設定することの SSID サブ
セクションに割り当てで VLAN を設定した SSID の 2 つの新しい無線ネットワークを見る
はずです。
 

  
その他の考慮事項
 
ワイヤレス ゲスト アクセスの管理
 

高度ワイヤレス ゲスト アクセス機能はユーザ名 および パスワード ログオンを必要とする
Webブラウザの捕虜門脈ページにゲストをリダイレクトできます。 それはまた続くことを
情報が含まれ、ユーザを契約 条件に承諾するように要求できます。 詳細を高度ゲスト アク
セス機能が付いているあなた自身の捕虜ポータルの設定について学ぶために、WAP371 の
捕虜ポータルの設定を参照して下さい。
 
ワイヤレス ゲスト アクセスの FAQ に対する回答に関しては、ここをクリックして下さい
。
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