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Cisco ビジネス ワイヤレスアクセスポイントの
設定 WLAN ユーザ 
目標
 
この資料の目標は Cisco ビジネス ワイヤレス（CBW） Access Point （AP）の Wireless Local
Area Network （WLAN）ユーザを設定する方法を示すことです。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

140AC （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
141ACM （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
142ACM （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
143ACM （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
145AC （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
240AC （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
  

概要
 
CBW AP の WLAN ユーザを設定するために検知 する場合正しい場所に来ました! CBW AP は高
性能、より大きいアクセスおよび高密度 ネットワークのための最新の 802.11ac ウェーブ 2 規格
をサポートします。 それらは強い、モービル エンドユーザ エクスペリエンスのための非常にセ
キュアおよび信頼できる無線接続の業界最高のパフォーマンスを、提供します。
 
WLAN は頻繁に実装していてビルディングまたはキャンパス内の無線LAN を取り替えますよりも
むしろ増加する適用範囲が広いデータ通信システムを。 WLAN は無線周波数を使用して無線でデ
ータを送受信するため、必要とする有線接続を最小限にできます。
 
CBW AP の WLAN ユーザを設定して準備ができている場合私達を開始します許可して下さい!
  
目次
 

表示しますおよび WLAN ユーザを管理すること
WLAN ユーザを追加して下さい
WLAN ユーザを編集して下さい
WLAN ユーザを削除して下さい
  

表示しますおよび WLAN ユーザを管理すること
 
 
これは初心者のためのセクション強調表示助言を切り替えました。
  
Logging on
 
マスター AP の Web ユーザ ユーザー・インターフェース（UI）に記録 して下さい。 これをする
ために、Webブラウザを開き、https://ciscobusiness.cisco を入力して下さい。 続行する前に警告
を受け取ることができます。 ユーザ クレデンシャルを入力します。また Webブラウザに https://
[（マスター AP）の IP アドレス]入力することによってマスター AP にアクセスできます。
 

/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-access-points/smb-01-bus-140ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324929
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-mesh-extenders/smb-01-bus-100-mesh-ds-cte-en.htmll
https://software.cisco.com/download/home/286325124
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-mesh-extenders/smb-01-bus-100-mesh-ds-cte-en.htmll
https://software.cisco.com/download/home/286325124
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-mesh-extenders/smb-01-bus-100-mesh-ds-cte-en.htmll
https://software.cisco.com/download/home/286325124
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-access-points/smb-01-bus-140ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324929
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-200-series-access-points/smb-01-bus-240ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324934


ツール ヒント
 
ユーザインターフェイスでフィールドについての質問がある場合、次のように考慮されるヒント

があるように確認して下さい: 
  
拡張本管 Menu アイコンを見つけるトラブルか。
 
menu ボタンを見なかったら、画面の左側のメニューにサイドバー メニューを開くためにクリッ

クしますこのアイコンをナビゲートして下さい。
  
Cisco ビジネス アプリケーション
 
これらのデバイスに Web ユーザ ユーザー・インターフェースといくつかの管理 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 ユーザー・インターフェースのすべて
の機能はアプリケーションで利用できません。
 
 
FAQ
 
それでも未解答質問がある場合、FAQ 資料をチェックできます。 FAQ
 
アクセス タイプとしてローカル ユーザアカウントの WPA2 エンタープライズおよびゲスト
WLAN のためのだけ WLAN ユーザを見、管理できます。
 
CBW ネットワークを使用するために、無線クライアントはネットワークの WLAN に接続する必
要があります。
 
WLAN に接続するために、無線クライアントは設定 されたその WLAN のためにユーザーの資格
情報を使用しなければなりません。 この WLAN がセキュリティポリシーとして WPA2-Personal
を使用する場合、ユーザはマスター AP でその WLAN に設定 される適切な WPA2-PSK を提供す
る必要があります。 セキュリティポリシーが WPA2-Enterprise/Local ユーザアカウントに設定 さ
れる場合、ユーザは有効なユーザ識別および対応したパスワードを提供する必要があります。
 
WLAN Users ウィンドウでは、CBW AP 無線ネットワークの異なる WLAN のための異なるユー
ザおよびそれぞれユーザ 資格情報を設定できます。 これらは WPA2-PSK を使用してマスター
AP によって認証されるローカル ユーザあります。
 
WLAN ユーザを管理するために表示し、設定 > WLAN ユーザを『Wireless』 を選択 して下さい
。
 

ダウンロード iOS AppDownload Android アプリケーション

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
.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html
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WLAN Users ウィンドウはマスター AP で設定される WLAN ユーザの総数と共に表示されます。
それはまた次の詳細と共にネットワークの WLAN ユーザ全員をリストします:
 

ユーザー名- WLAN ユーザの名前。
ゲスト ユーザ- toggle ボタンが有効に なる場合ゲスト ユーザアカウントを示します。 この
ユーザアカウントは 86400 秒（または 24 時間）の限られた有効性を作成の時から与えられ
ます。
WLAN プロファイル-ユーザが接続できる WLAN。
説明-ユーザについての追加詳細かコメント。
 

  
WLAN ユーザを追加して下さい
  
ステップ 1
 
WLAN ユーザを追加するために、WLAN ユーザを『Add』 をクリック して下さい。
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ステップ 2
 
次の詳細を規定 して下さい:
 

ユーザネーム- WLAN ユーザアカウントの名前を規定 して下さい。
ゲスト ユーザ-これがゲスト WLAN ユーザアカウントであるために意味される場合スライダ
ボタンを有効に して下さい。 また作成の時からこのアカウントの有効性を、ライフタイム 
フィールドの秒に、規定できます。 デフォルト値は 86400 秒（すなわち、24 時間）です。
60 から 31536000 秒（すなわち、1 分から 1 年）にライフタイム値を規定できます。
WLAN プロファイル-ユーザが接続できる WLAN を選択して下さい。 ドロップダウン リスト
から、特定の WLAN を選択するか、またはマスター AP のすべての WLAN 設定用のこのア
カウントを適用するために WLAN を選択して下さい。 このドロップダウン リストはワイヤ
レス設定 > WLAN の下で設定された WLAN と読み込まれます。
新しいパスワード- WLAN に接続した場合使用されるべきパスワード。
確認して下さいパスワード-それを確認するためにパスワードをもう一度入力して下さい。
示して下さいパスワード-スライダ ボタンを有効に することによってパスワードを示すこと
を選択できます。
説明-ユーザ向けの追加詳細かコメント。
 

[Apply] をクリックします。
 



  
WLAN ユーザを編集して下さい
 
WLAN ユーザを編集するために、詳細を修正したいと思い、必要な変更を行なう WLAN ユーザ
に隣接して Edit アイコンをクリックして下さい。
 

  
WLAN ユーザを削除して下さい
  
ステップ 1
 
WLAN ユーザを削除するために、削除したいと思う WLAN ユーザに隣接して Delete アイコンを
クリックして下さい。
 

  
ステップ 2



確認のダイアログボックスで OK をクリックします。
 

  
結論
 
そこにそれがあります! 今 CBW AP の WLAN ユーザを設定するためにステップを理解してしまい
ました。 より多くの拡張設定に関しては、Cisco ビジネス ワイヤレスアクセスポイント 管理 ガ
イドを参照して下さい。
 
マスター AP ツール Umbrella ロギング トラフィック シェーピング 悪党 妨害物 設定管理 ポート
構成 メッシュ モードを プロファイルしている FAQ Radius ファームウェア アップグレード
RLANs アプリケーション プロファイルの設定 クライアント

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1895-Master-AP-Tools.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2071-Configure-Cisco-Umbrella-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2064-Setting-Up-System-Message-Logs-CBW.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/CB-Wireless-Mesh/2076-traffic-shaping.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2074-Rogue-Clients-CBW-Master-AP.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2073-interferers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2072-Config-Managmt-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2066-Config-Ethernet-Ports-Mesh-Mode.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2066-Config-Ethernet-Ports-Mesh-Mode.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2077-Configure-RADIUS-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2063-Upgrade-software-of-CBW-access-point.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2067-RLAN-Port-Config-AP-Groups-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2068-Application-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
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