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WAP125 および WAP581 のための 1.0.1 リリー
スの機能 

目標
 

この技術情報の目的はワイヤレスアクセスポイント（WAP）のためのこのファームウェア
アップデートの最も新しい機能の外観を強調表示し、示されることです。
  

適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.1
  

Setup ウィザード
 

WAP125 および WAP581 の前のバージョンでは、Setup ウィザードを取り消したら WAP
から記録 されます。
 
1.0.1 ファームウェアは Setup ウィザードを取り消すことを可能にします。 アラート 送信
されます。
 

 
アラートを確認した後、WAP のためのローカル パスワードを設定できます。
 



 
別の時にすべての設定を手動で設定することができます。
  

モービルによって最適化される Setup ウィザード
 

WAP125 および WAP581 デバイスは今管理 ページ、捕虜門脈モバイルデバイスのために最
適化されるページおよび Setup ウィザードが含まれています。
 
新しいモービルによって最適化されるセットアップページを使用してモバイルデバイスを通
して Setup ウィザードを実行することによって WAP を設定する機能があります。
 
ciscoSB セットアップ SSID に接続し、WAP の IP アドレスか 192.168.1.245 のデフォルト
IP にデバイスを設定することを行って下さい。
 



 
Setup ウィザードは標準ページのとモービルによって最適化されるページに同じです。
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サード パーティ ゲスト認証
 

サード パーティ ゲスト認証はサード パーティが検証するセキュア認証 Facebook または
Google 認証を使用してゲスト ネットワークを設定することを可能にします。 WAP581 は
多数の例を可能にするが、1 つのゲスト アクセス 例を WAP125 可能に。
 
要件：
 

Facebook または Google へのインターネット接続
ユーザはパブリック プロファイルに Facebook か Google アカウントおよびワイヤレスアク
セスがあるか、または作成する必要があります
認証が完了する従って資格情報を検証するためにエンドユーザが署名できる前に Facebook
か Google はアクセス可能である必要があります。
 

ビジネスはまた他のサイトが、認証前に利用可能 な ビジネス Webサイトのようなあること
を選択するかもしれません。
 
アクセスコントロール > ゲスト アクセスをクリックし、プラス記号をクリックして下さい
。
 
下記のように数のそれぞれの簡潔な説明:
 

Active Directory の名前を追加して下さい
ない HTTP HTTPS を使用するために捕虜門脈ページを設定する必要があります。 『
HTTP』 を選択 する場合、エアーによって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。 セキュア
HTTPS 捕虜門脈ページは推奨されます。
サード パーティ 資格情報を選択して下さい。
受け入れられた資格情報および正しい Webサイトを選択するために目のグラフィック
をクリックして下さい。
これは別のゲスト アクセス 例を追加することを選択する『IF』 をクリック するとこ
ろです。
保存することを忘れないでいて下さい。
 

 
この例は Facebook および Google が選択したことを示します。 Webサイトは囲まれた庭の
ためにリストされています。
 



 
それからワイヤレス > Active Directory の名前にゲスト アクセス 例を追加するか、または変
更するナビゲーションペインのネットワークにナビゲート する必要があります。
 

 
注: WAP125 は 1 つのゲスト アクセス 例を与えます従ってサード パーティ 認証か Active
Directory 認証のために設定したいと思うかどうか決定して下さい。 WAP581 は認証の多重
手段（方法）を可能にします。
  

サード パーティ クライアント認証
 

無線接続に加入するためにクライアントがクリックする場合捕虜ポータルは開きます。 こ
の例では、Facebook および Google はオプションです。 次にボックスを、Facebook また
は Google オプション彼らが承認使用 ポリシーを読み、受け入れログインにことを示すため
にチェックする顧客のニーズ。
 
注: 尋ねているクライアントを質問をログオンすることは受け取ります時最初にそれらが捕
虜ポータルを使用したいと思うかどうか。 それらは『Yes』 を選択 する必要があります。
 



 
クライアントはそれから資格情報を入力することができます。 この例では、Facebook は使
用されました。
 

 
クライアントはインターネットを利用現在できます。
 

  
Active Directory ゲスト認証
 

Active Directory 認証をサポートするために、WAP は認証を提供するために Windows ドメ
インコントローラと通信する必要があります。 管理者として、WAP581 で通信する 3 人ま
での Windows ドメインコントローラ セットアップを持つ機能があります。
 
アクセスコントロール > ゲスト アクセスをクリックし、正符合をクリックして下さい。
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下記のように数のそれぞれの簡潔な説明:
 

Active Directory の名前を追加して下さい
ない HTTP HTTPS を使用するために捕虜門脈ページを設定する必要があります。 『
HTTP』 を選択 する場合、エアーによって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。 セキュア
HTTPS 捕虜門脈ページは推奨されます。
Active Directory Service を選択して下さい
IP アドレスを追加するために目のグラフィックをクリックして下さい。 接続があるよ
うに確認するためにそこにからのテストをすることができます。
これは別のゲスト アクセス 例を追加することを選択する『IF』 をクリック するとこ
ろです。
保存することを忘れないでいて下さい。
 

それからワイヤレス > Active Directory の名前にゲスト アクセス 例を追加するか、または変
更するナビゲーションペインのネットワークにナビゲート する必要があります。
 

 
ネットワークのクライアントに会うために、> ナビゲーションペインのクライアント 『
Monitor』 をクリック して下さい。
 

モニタは接続されたクライアントの数を表示します
クライアントはクライアントの詳細を示します。 接続した個人のレコードを保存した
いと思う場合これらをエクスポートできます。
 

 
ゲストを監視する方法に関する詳細についてはここをクリックして下さい。 
  

Active Directory クライアント認証
 

クライアントが Active Directory にあるときインターネットにアクセスする、彼らに WAP

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5611


にログインに機能があります。 彼らがワイヤレスアクセスポイントを選択するとき、使用
する Webブラウザの依存これと同じような警告メッセージを受け取るかもしれません。 警
告は認証局（CA）信頼されるによってページに割り当てられる証明書がない場合発生しま
す。 クライアントは『Advanced』 をクリック する必要があります。
 

 
クライアントはそれから次と同じような警告メッセージを受け取るかもしれません:
 

 
門脈ページは起動しました。 このページでそれらは資格情報を入力する必要があり、ボッ
クスを彼らが承認を読み、受け入れたことを示すためにチェックするためにポリシーを使用
して下さい。
 

 
彼らは歓迎メッセージを受け取り、安全にインターネットを利用できます。



 
最新の WAP125 および WAP581 アップデートが付いているいくつかの最新の機能について
現在詳しく知っています。
 
これらおよび他の新しい 機能に関する詳細な情報詳細については、下記の関連記事リンク
をクリックして下さい。
 
WAP125 または WAP581 の Setup ウィザードの使用
 
WAP125 または WAP581 のためのモバイルデバイスの Setup ウィザードの使用
 
How To： Cisco Umbrella 統合
 
How To： Cisco CloudShark 統合
 
How To： WAP125 または WAP581 の設定 サード パーティ認証設定
 
How To： Microsoft Active Directory ゲスト認証
 
How To： Umbrella - API キー シークレットを失った場合新しいデバイスの登録
 
捕虜ポータルの外観をカスタマイズするため 
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5851
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5852
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5837
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https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5837
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5841
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5841
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5841
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5840
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5840
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5840
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5834
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5834
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5834
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5846
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5846
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5846
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5683
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