
2062-2065-create-guest-network-QA 
目的

この記事の目的は、Cisco Business Wireless(CBW)メッシュネットワーク内のWebユ
ーザインターフェイス(UI)を使用してゲストネットワークを作成することです。メッ
シュネットワーキングの基本について学習するには、Cisco Businessをご覧ください
。ワイヤレスメッシュネットワーキングへようこそ。

Web UIの代わりにモバイルデバイスを使用してゲストネットワークを作成するには、
記事の上部にあるトグルをクリックします。

該当するデバイス |ファームウェアバージョン

140AC （データシート） | 10.0.1.0 （最新のダウンロード）●

145AC （データシート） | 10.0.1.0 （最新のダウンロード）●

240AC （データシート） | 10.0.1.0 (最新のダウンロード)●

はじめに

Cisco Business Wireless(CBW)アクセスポイント(AP)は、802.11 a/b/g/n/ac(Wave
2)ベースで、内部アンテナを搭載しています。これらのAPは最新の802.11ac Wave
2標準をサポートし、パフォーマンスの向上、アクセスの向上、高密度ネットワークを
実現します。業界最高レベルのパフォーマンスを実現し、安全性と信頼性の高いワイ
ヤレス接続を実現し、堅牢なモバイルエンドユーザエクスペリエンスを実現します。

CBWアクセスポイントは、従来のスタンドアロンデバイスとして、またはメッシュネ
ットワークの一部として使用できます。

マスターアクセスポイント(AP)のWeb UIを使用してCBWネットワークにゲストアク
セスを作成しますか。君なら正しい場所に来た。読み続けろ！

設定手順

この切り替えセクションでは、初心者に役立つヒントを紹介します。

ログイン

マスターAPのWebユーザインターフェイス(UI)にログインします。これを行うには、
Webブラウザを開き、https://ciscobusiness.ciscoと入力します。続行する前に警告が
表示されることがあります。クレデンシャルを入力します。Webブラウザに
https://[ipaddress]（マスターAPの）と入力して、マスターAPにアクセスすることもで
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きます。

ツールのヒント

ユーザインターフェイスのフィールドに関する質問がある場合は、次のようなヒント

を確認してください。 

メインメニューの展開アイコンの検索に問題がありますか？

画面左側のメニューに移動します。メニューボタンが表示されない場合は、このアイ

コンをクリックして、サイドバーメニューを開きます。

シスコビジネスアプリケーション

これらのデバイスには、Webユーザインターフェイスと管理機能を共有するコンパニ
オンアプリケーションがあります。Webユーザーインターフェイスのすべての機能が
アプリで使用できるわけではありません。

iOSアプリのダウンロード Androidアプリのダウンロード
FAQ

まだ未回答の質問がある場合は、よく寄せられる質問のドキュメントを確認してくだ
さい。FAQ

手順 1

アクセスポイントがオンになっていない場合は、電源をオンにします。インジケータ
ライトのステータスを確認します。LEDライトが緑色に点滅している場合は、次の手
順に進みます。

アクセスポイントの起動には、約8 ～ 10分かかります。LEDは複数のパターンで緑色に点
滅し、緑、赤、オレンジの間で急速に交互に点灯してから、再び緑色に変わります。
LEDの色の強さと色には小さな違いがあります。

手順 2

マ ス タ ー A P の W e b  U I に ロ グ イ ン し ま す 。 W e b ブ ラ ウ ザ を 開 き 、
www.https://ciscobusiness.ciscoと入力します。続行する前に警告が表示されることが
あります。認証情報を入力してください。

また、WebブラウザにマスターAPのIPアドレスを入力してアクセスすることも、

https://apps.apple.com/app/cisco-business/id1483862452
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Cisco Business Mobileアプリケーションを使用してマイナー設定を変更することもで
きます。

手順 3

ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を作成するには、[ワイヤレス設定
(Wireless Settings)] > [WLANs]に移動します。次に、[Add new WLAN/RLAN]を選択し
ます。

手順 4

[General]タブで、次の情報を入力します。

WLAN ID:WLANの番号を選択します。●

タイプ:WLANの選択●

Profile Name：名前を入力すると、SSIDに同じ名前が自動的に入力されます。名前は一
意で、31文字以内である必要があります。

●

この例では、次のフィールドはデフォルトのままですが、設定を変更する場合に説明
を示しています。

SSID：プロファイル名はSSIDとしても機能します。必要に応じてこれを変更できます
。名前は一意で、31文字以内である必要があります。

●

Enable:WLANが動作するためには、これを有効のままにしておきます。●

無線ポリシー：通常は、2.4 GHzおよび5 GHzクライアントがネットワークにアクセス
できるように、これを[すべて]のままにしておきます。

●

Broadcast SSID：通常はSSIDを検出して、これをEnabledのままにしておきます。●

ローカルプロファイリング：このオプションを有効にすると、クライアントで実行され
ているオペレーティングシステムが表示されるか、ユーザ名が表示されます。

●

[Apply] をクリックします。



手順 5

[WLAN Security]タブが表示されます。この例では、次のオプションが選択されていま
す。

ゲストネットワーク：有効●

Captive Network Assistant:MacまたはIOSを使用している場合は、これを有効にするこ
とをお勧めします。この機能は、ワイヤレスネットワークへの接続時にWeb要求を送信
することによって、キャプティブポータルの存在を検出します。この要求は、iPhoneモ
デルのUniform Resource Locator(URL)に送信され、応答を受信すると、インターネッ
トアクセスが利用可能であると見なされ、それ以上の操作は必要ありません。応答が受
信されない場合、インターネットアクセスはキャプティブポータルによってブロックさ
れ、AppleのCaptive Network Assistant(CNA)は擬似ブラウザを自動起動して、制御され
たウィンドウでポータルログインを要求します。CNAは、Identity Services
Engine(ISE)キャプティブポータルにリダイレクトするときに壊れる可能性があります
。マスターAPは、この疑似ブラウザがポップアップするのを防止します。

●

キャプティブポータル：このフィールドは、[ゲストネットワーク(Guest Network)]オプ
ションが有効になっている場合にのみ表示されます。これは、認証に使用できるWebポ
ータルのタイプを指定するために使用されます。デフォルトのCisco Webポータルベー
ス認証を使用するには、[Internal Splash Page]を選択します。ネットワーク外のWebサ
ーバを使用してキャプティブポータル認証を行う場合は、[External Splash Page]を選択
します。また、[Site URL]フィールドにサーバのURLを指定します。

●



この例では、ソーシャルログインアクセスタイプが有効になっているゲストWLANが
作成されます。ユーザがこのゲストWLANに接続すると、シスコのデフォルトログイ
ンページにリダイレクトされ、GoogleとFacebookのログインボタンが表示されます
。ユーザは、GoogleまたはFacebookアカウントを使用してログインし、インターネ
ットアクセスを取得できます。

手順 6

この同じタブで、ドロップダウンメニューからアクセスタイプを選択します。この例
では、Social Loginが選択されています。これは、ゲストがGoogleまたはFacebookの
クレデンシャルを使用して認証を行い、ネットワークにアクセスできるようにするオ
プションです。

アクセスタイプのその他のオプションは、次のとおりです。

ローカルユーザアカウント：デフォルトのオプション。このWLANのゲストユーザに指
定できるユーザ名とパスワードを使用してゲストを認証するには、[Wireless Settings] >
[WLAN Users]でこのオプションを選択します。これは、デフォルトの内部スプラッシ
ュページの例です。

●

これをカスタマイズするには、[Wireless Settings] > [Guest WLANs]に移動します。こ
こから、ページの見出しとページメッセージを入力できます。[Apply] をクリックしま
す。プレビューをクリックします。



Web Consent：表示された利用規約に同意すると、ゲストはWLANにアクセスできます
。ゲストユーザは、ユーザ名とパスワードを入力しなくてもWLANにアクセスできます
。

●

電子メールアドレス：ゲストユーザは、ネットワークにアクセスするために電子メール
アドレスを入力する必要があります。

●

RADIUS：これは外部認証サーバで使用します。●

WPA2 Personal:Wi-Fi Protected Access 2(WPA2)事前共有キー(PSK)●

[Apply] をクリックします。

手順 7

Web UI画面の右上パネルにある保存アイコンをクリックして、設定を保存してくださ
い。

結論

それだ！これで、CBWネットワークで使用可能なゲストネットワークが作成されまし
た。お客様は利便性に感謝いたします。

目的

この記事の目的は、Cisco Business Wireless(CBW)メッシュネットワークのアプリケ
ーションを介してゲストネットワークを作成することです。メッシュネットワーキン
グの基本を学びたい場合は、Cisco Businessをご覧ください。ワイヤレスメッシュネ
ットワーキングへようこそ。

Webユーザインターフェイス(UI)を使用してゲストネットワークを作成するには、ペ
ージ上部の切り替えボタンをクリックします。
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該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

140AC （データシート） | 10.0.1.0 （最新のダウンロード）●

141ACM （データシート） | 10.0.1.0 （最新のダウンロード）●

142ACM （データシート） | 10.0.1.0 （最新のダウンロード）●

143ACM （データシート） | 10.0.1.0 （最新のダウンロード）●

240AC （データシート） | 10.0.1.0 (最新のダウンロード)●

はじめに

Cisco Business Wirelessアクセスポイントは、802.11 a/b/g/n/ac(Wave 2)ベースで、
内部アンテナを搭載しています。これらのアクセスポイントは、パフォーマンスの向
上、アクセスの向上、高密度ネットワークを実現する最新の802.11ac Wave 2標準を
サポートしています。業界最高レベルのパフォーマンスを実現し、安全性と信頼性の
高いワイヤレス接続を実現し、堅牢なモバイルエンドユーザエクスペリエンスを実現
します。

Cisco Business Wirelessアクセスポイントは、従来のスタンドアロンデバイスとして
、またはメッシュネットワークの一部として使用できます。

Cisco Business Mobileアプリケーションを使用して、CBWネットワークにゲストネッ
トワークを追加しますか？それなら君は運が向いている。やろう！

設定手順

この切り替えセクションでは、初心者に役立つヒントを紹介します。

ログイン

マスターAPのWebユーザインターフェイス(UI)にログインします。これを行うには、
Webブラウザを開き、https://ciscobusiness.ciscoと入力します。続行する前に警告が
表示されることがあります。クレデンシャルを入力します。https://と入力してマスタ
ーAPにアクセスすることもできます。

ツールのヒント

ユーザインターフェイスのフィールドに関する質問がある場合は、次のようなヒント

を確認してください。 

メインメニューの展開アイコンの検索に問題がありますか？

画面左側のメニューに移動します。メニューボタンが表示されない場合は、このアイ
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コンをクリックして、サイドバーメニューを開きます。

シスコビジネスアプリケーション

これらのデバイスには、Webユーザインターフェイスと管理機能を共有するコンパニ
オンアプリケーションがあります。Webユーザーインターフェイスのすべての機能が
アプリで使用できるわけではありません。

iOSアプリのダウンロード Androidアプリのダウンロード
FAQ

まだ未回答の質問がある場合は、よく寄せられる質問のドキュメントを確認してくだ
さい。FAQ

手順 1

アクセスポイントの電源を入れます。インジケータライトのステータスを確認します
。LEDライトが緑色に点滅している場合は、次の手順に進みます。

アクセスポイントの起動には、約8 ～ 10分かかります。LEDは複数のパターンで緑色に点
滅し、緑、赤、オレンジの間で急速に交互に点灯してから、再び緑色に変わります。
LEDの色の強さと色には小さな違いがあります。

手順 2

ItunesまたはGoogle PlayからCisco Business Mobile Appアプリケーションをダウンロ
ードします。

https://apps.apple.com/app/cisco-business/id1483862452
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.business&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


手順 3

モバイルデバイスでシスコビジネスワイヤレスネットワークに接続します。アプリケ
ーションにログインします。ページの上部にあるWLANアイコンをクリックします。



手順 4

[Add New WLAN]画面が開きます。既存のWLANが表示されます。Add New WLANを
選択します。

手順 5

[Profile Name]と[SSID]を入力します。残りのフィールドに入力するか、デフォルト設
定のままにします。[Next] をクリックします。

手順 6



ゲストネットワークをオンにします。この例では、Captive Network Assistantもオン
に切り替えられていますが、これはオプションです。アクセスタイプのオプションが
あります。この場合、[Social Login]が選択されます。

手順 7

この画面には、トラフィックシェーピング（オプション）のオプションが表示されま
す。 この例では、トラフィックシェーピングは設定されていません。[Submit] をクリ
ックします。



手順 8

確認のポップアップが表示されます。[OK] をクリックします。



手順 9

設定を保存するには、[More]タブをクリックし、ドロップダウンメニューから[Save
Configuration]を選択します。

結論

行くぞ簡単だ！ゲストは、シスコビジネスワイヤレスネットワークのメリットも享受
できます。

FAQ ゼロデイ：アプリケーション/Web経由の設定 シスコビジネス：ワイヤレスメッシュネット
ワーキングへようこそ アプリケーション/Web経由のメッシュエクステンダの追加 詳細はこちら
：CBW141ACM、CBW142ACM、およびCBW143ACM 再起動のヒント
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