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WAP125 または WAP581 の設定 Active
Directory ゲスト認証 

目標
 

Active Directory （AD）ゲスト認証はクライアントが認証のために Internal ウィンドウ ディ
レクトリー・サービスを利用するために捕虜門脈インフラストラクチャを設定することを可
能にします。 捕虜ポータルはネットワークにアクセスを認められるまで管理者がワイヤレ
スアクセスポイント（WAP）ネットワークに接続しているクライアントをブロックするこ
とを可能にする機能です。 クライアントはアクセスの認証および状態のための Webページ
にネットワークに接続できる前に指示されます。 捕虜門脈確認はネットワークのゲストお
よび認証済みユーザ両方のためです。 この機能は Webブラウザを利用し、認証デバイスに
回します。
 
捕虜門脈例は WAP ネットワークのクライアントを認証するのに使用される定義された一組
の設定です。 例は関連するバーチャルアクセス アクセス・ポイントにアクセスするように
試みると同時にユーザにさまざまな方法で応答するために設定することができます。 捕虜
ポータルは頻繁に契約 条件に Wi-Fi ホットスポット場所でユーザを確認するために一致し
ましたり、またアクセス権を得る前にインターネットに提供しますセキュリティ資格情報を
用いられます。
 
WAP が認証を提供する 1 つから 3 つの Windows ドメイン コントローラーと伝える必要が
ある AD 認証をサポートするため。 それは異なる AD ドメインからコントローラを『
Domain』 を選択 することによって認証のための複数のドメインをサポートできます。
 
この資料の目標は WAP125 または WAP581 の AD ゲスト認証を設定する方法を示すことで
す。
  

適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.1
  

設定 Active Directory ゲスト認証
 

ステップ 1.ユーザー名の入力による WAP の 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、およびパスワード。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは cisco/cisco
です。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力して下さい
。 [Login]をクリックします。
 
注： この技術情報では AD ゲスト認証の設定を示すのに、WAP125 が使用されています。
メニュー オプションはデバイスのモデルによってわずかに異なるかもしれません。
 



 
ステップ 2.アクセスコントロール > ゲスト アクセスを選択して下さい。
 

 
ステップ 3 ゲスト アクセス例表では、新しいゲスト アクセス例を追加するか、または存在
1 つを編集できます。 WAP125 か WAP581 アクセス ポイントのゲスト アクセス機能はデ
バイスの範囲内の一時無線クライアントにワイヤレス接続を提供します。 それはアクセス
ポイント ブロードキャスト 2 異なるサービス セット ID （SSID）を持っていることによっ
てはたらきます: ゲスト ネットワークの主要なネットワークのための 1 つ、および他。 ゲ
ストは資格情報を入力するために必要となる捕虜ポータルにそれからリダイレクトされます
。 事実上、これはまだゲストにインターネットへのアクセスを可能にしている間主要なネ
ットワークをセキュア保存します。
 
捕虜ポータルの設定は WAP の Webベース ユーティリティのゲスト アクセス例表で行われ
ます。 ゲスト アクセス機能はホテルおよびオフィス ロビー、レストランおよびモールで特
に役立ちます。



この例では、新しいゲスト アクセス例はプラス アイコンのクリックによって追加されます
。
 

 
ステップ 4.ゲスト アクセス例を挙げて下さい。 この例では、それは AD_authentication と
呼ばれます。
 

 
ステップ 5. Active Directory Service として認証方式を選択して下さい。
 

 
ステップ 6 認証方式として Active Directory Service を選択すれば、プロトコルは Hyper
Text Transfer Protocol （HTTP）からセキュア Hyper Text Transfer Protocol に変更します
（HTTPS）。
 

 
注: 前がセキュアであるので HTTPS およびない HTTP を使用するためにクライアントが捕
虜門脈ページを設定する必要があることは非常に重要です。 クライアントが『HTTP』 を
選択 する場合、それらは非暗号化クリアテキストでそれらを送信することによって不注意
にユーザ名 および パスワードを露出できます。 それは HTTPS 捕虜門脈ページを使用する
最良の方法です。
 
ステップ 7.認証方式 カラムの Active Directory Service の隣で青い目アイコンをクリックし
て AD サーバの IP アドレスを設定して下さい。
 



 
ステップ 8 New ウィンドウは開発します。 AD サーバのための IP アドレスを入力して下さ
い。 この例では、使用されるホスト IP アドレスは 172.16.1.35 です。 オプションのステッ
プとして有効であることを確認するために、『Test』 をクリック することができます。
 

 
前のステップで『Test』 をクリック すればステップ 9. （オプションの）は、別のポップア
ップ ウインドウ開き、AD でユーザのユーザ名 および パスワードを入力し、Begin テスト
をクリックできます。
 

 
有効である場合、テストに合格し、次の画面は現われます。 これはドメイン コントローラ
ーおよび認証するに接続できることを確認します。
 



 
注: 3 つの AD サーバに集計できます。
 
ステップ 10.変更を保存して下さい。
 

 
ステップ 11.行き、> ネットワークはメニューに『Wireless』 を選択 します
 

 
ステップ 12： ネットワークを選択し、認証のためのゲスト アクセス例として AD を選択す
ること規定 して下さい。 [Save] をクリックします。
 

 
ステップ 13： AD 認証を使用してゲスト無線ネットワークに接続するために、ワイヤレス



オプションは Personal Computer （PC）の行き、AD 認証のために設定された選択し、『
Connect』 をクリック します ネットワークを。
 

 
ステップ 14： 接続されて、Webブラウザ ウィンドウは標準機密保護証明書警告と開発しま
す。 Web ページに『Go』 をクリック して下さい。
 



 
注: 画面は使用しているブラウザに別様に基づいてようであるかもしれません。
 
ステップ 15： 捕虜門脈ページは起動します。 ポリシーを受け入れ、AD でユーザのユーザ
名 および パスワードを入力するために承認使用 ポリシー ボックスをチェックして下さい
。 ネットワークに接続するために『Connect』 をクリック して下さい。
 



 
注: 複数のドメインがある場合、ユーザー名はドメイン名\ユーザー名が含まれています。
この例では、それは ciscotest\test1 です。
 
ステップ 16： 今認証され、インターネット アクセスをアクセスできます。
 

  
結論
 

今うまく WAP125 または WAP581 のアクティブなディレクトリ ゲスト認証を設定し、機
能性を確認する必要があります。
 


	WAP125 または WAP581 の設定 Active Directory ゲスト認証
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	設定 Active Directory ゲスト認証
	結論


