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WAP125 または WAP581 の Setup ウィザード
の使用 
目標
 
Setup ウィザードはワイヤレスアクセスポイント（WAP）デバイスの初期設定において助けるの
に使用することができる組み込み機能です。 Setup ウィザードはステップバイステップ指示を提
供する設定を行うこと非常に簡単にします。
 
この資料に Web コンフィギュレーションユーティリティの Setup ウィザードで WAP125 および
WAP581 を設定する方法を示されています。
 
WAP をモバイル機器の Setup ウィザードを使用して設定するために、ここをクリックして下さ
い。
  
適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.1.3
  

Setup ウィザードの使用方法
 
ステップ 1. Webブラウザに WAP の IP アドレスを入力することによる 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。 これが WAP を設定する初めてである場合デフォル
ト IP アドレスは 192.168.1.254 です。
 
注: このガイドで WAP581 が Setup ウィザードを示すのに使用されています。 外観はモデルによ
って変わるかもしれません。
 

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=5852


ステップ 2.最初にアクセス ポイントにログインするまたは後ファクトリ デフォルト設定にリセ
ットされたそれ、アクセス ポイント Setup ウィザードは現われます。 [Next] をクリックして次
に進みます。



注: WAP が既に設定されていたらが、それでも Setup ウィザードにアクセスしたいと思ったら開
始に > Setup ウィザード ナビゲートして下さい。 アクセス ポイント Setup ウィザード ウィンド
ウは現われます。

ステップ 3 ファームウェア Upgrade ウィンドウで、参照…ボタンをクリックし、アップグレード
したいと思うファームウェア ファイルを選択して下さい。 それからそのファームウェアにアップ
グレードするために『Upgrade』 を押して下さい。 ファームウェアがアップグレードされたら、
デバイスは自動的にリブートし、Login ページに指示します。 この例では、ほしいファームウェ
ア バージョンがあるのでスキップしますクリックします。

ステップ 4 デバイスに適用したいと思う以前のコンフィギュレーションがあったら復元
Configuration ウィンドウの参照…ボタンをクリックし、加えたいと思うコンフィギュレーション



ファイルを選択して下さい。 それからデバイスにコンフィギュレーション ファイルを加えるため
に『SAVE』 をクリック して下さい。 この例では、スキップしますクリックします。

注: デバイスは関係のある構成を適用する場合、Login ページにリブートし、指示します。

ステップ 5 設定 デバイスでは– IP address ウィンドウは、a Dynamic Host Configuration
Protocol（DHCP）/DHCPv6 得るためにダイナミック IP アドレス（DHCP） （推奨）を
（DHCP）サーバからの IP アドレスを選択しましたり、または IP アドレスを手動で設定するた
めに静的IP アドレスをクリックします。 それからの隣で続きます次のセクションにクリックして
下さい。 DHCP はインターネット ホストにコンフィギュレーションパラメータを提供します。
この場合、DHCP は限られた一定期間の間クライアントに IP アドレスを割り当てますまたはク
ライアントまで明示的に アドレスを放棄します。

この例では、ダイナミック IP アドレス（DHCP） （推奨）を選択します。

ステップ 6.一点設定は複数のデバイスを渡るワイヤレス サービスを管理し、制御するために中央
集中型方式を提供します。 これは単一のエンティティとして無線ネットワークを見、展開し、設
定し、保護できるワイヤレス デバイスの一つのグループかクラスタを作成することを可能にしま
す。 一点設定は促進します無線 妨害を減らし、無線ネットワークの帯域幅を最大化することをワ
イヤレスサービスを渡って計画するチャネルを助けることができます。

WAP デバイスの新しい一点設定を作成するために、クラスタ名を『New』 をクリック し、新し
い名前を規定 して下さい。 同じクラスタ名でデバイスを設定し、他の WAP デバイスの一点セッ
トアップモードを有効に するとき、自動的にグループに加入します。



既にネットワークのクラスタがあっている場合、それにクリックによって加入し既存のクラスタ
に、次に入力します既存のクラスタ名をこのデバイスを追加できます。 WAP はクラスタに基づ
いて設定の他を行います。 確認を『Next』 をクリック し、クラスタに加入するために確認して
下さい。 クラスタに加入するために『SUBMIT』 をクリック して下さい。 設定が完了する後、
Setup ウィザードを終了するために『Finish』 をクリック して下さい。

注: AP Location フィールドで WAP デバイスの物理的な場所に注意するためにアクセス ポイント
ロケーションを入力できます。

このデバイスに現時点で一点設定に加わってほしくない場合有効に しません一点設定をクリック
して下さい。

この例では、有効に しません一点設定を選択します。 それからの隣で続きます次のセクションに
クリックして下さい。

ステップ 7 設定 デバイスでは– Set system 日時ウィンドウは、時間帯を選択し、次に自動的にネ
ットワーク タイム プロトコル（NTP） サーバからの時間設定を得るか、または時間設定を手動
で設定するために『Manual』 を選択 する システムの時刻がほしいと思うかどうか選択します。
システム クロックはメッセージ ログにネットワーク同期された時刻を記録サービスを提供します
。 システム クロックはまたはサーバからの『Data』 をクリックを得る NTP クライアントで手動
で設定することができます。 の隣で続けます Setup ウィザードをクリックして下さい。

ステップ 8. Username フィールドで新しいユーザー名を、デフォルトでユーザー名です cisco 入
力して下さい。 ユーザー名のための新しいパスワードを入力して下さい。 それから確認
Password フィールドの新しいパスワードで再度入力して下さい。 パスワード セキュリティ ルー



ルを無効に するためにパスワードの複雑性のチェックを外せます。 ただし、パスワード セキュ
リティ ルールを有効に されて守ることを強く推奨します。 新しいパスワードは次の複雑な状況
設定に合致する必要があります:

ユーザー名と異なっています。●

現在のパスワードと異なっています。●

8 文字の最小長を持っています。●

少なくとも 3 文字クラス（大文字、子文字、標準キーボードで利用可能な数および特殊文字
）からの文字が含まれています。

●

それからの隣で設定します無線 1.をクリックして下さい。

ステップ 9.ネットワーク名（SSID）で無線ネットワークの名前を入力して下さい。 これはワイ
ヤレス デバイスがそれを見つけることができるようにネットワークの識別を助けます。 デフォル
トで、ciscosb はネットワーク名として使用されます。 それからの隣で続きます次のセクション
にクリックして下さい。

ステップ 10.無線ネットワークに適用することを望むネットワーク セキュリティで対応する
Radio ボタンをクリックして下さい。 それから Security 鍵 フィールドのネットワークのための
パスワードで入力して下さい。 入力するようにパスワードが表示されるために、クリアテキスト
チェックボックスとして提示キーをチェックして下さい。 [Next] をクリックして次に進みます。

注: ネットワークに何人かオリジナル WPA だけサポートする他および WPA2 をサポートするク
ライアントのミックスがある場合、両方とも選択して下さい（WPA/WPA2）。 これは WPA およ
び WPA2 が両方クライアント ステーションおよび認証する関連付けるようにしますが、クライ
アントのためにそれをサポートする非常に堅牢な WPA2 を使用します。 この WPA 設定はセキュ



リティの代わりにより多くの相互運用性を割り当てます。

最もよいセキュリティ（Wi-Fi Protected Access（WPA）個人的な 2 （WPA2） –高度暗号化
規格（AES）） ネットワークのすべてのクライアント ステーションは Cipher Block
Chaining Message Authentication Code プロトコル（AES-CCMP）暗号/セキュリティプロト
コルのカウンター モードを使用して WPA2 および Advanced Encryption
Standard（AES）暗号化アルゴリズムをサポートします。 これは IEEE 802.11i 規格ごとの
最もよいセキュリティを提供します。 最新の Wi-Fi 同盟要件によって、AP はこのモードを
いつもサポートしなければなりません。

●

よりよいセキュリティ（個人的な WPA/WPA2 – TKIP/AES） 個人的な WPA は AES-CCMP
および TKIP 暗号化を含む Wi-Fi 同盟 IEEE802.11i 規格です。 それはオリジナル WPA をサ
ポートするが、あったりより新しい WPA2 をサポートしないより古いワイヤレス デバイスが
ときセキュリティを提供します。

●

ノー・セキュリティ（推奨されない） 無線ネットワークはパスワードを必要としないし、だ
れでもによってアクセスすることができます。

●

ステップ 11： VLAN ID フィールドでは、無線 1 （5 GHz）のようにに属すること VLAN の ID ナ
ンバーを入力して下さい。 この例では、1.がの隣で設定する無線 2 （2.4 GHz）をクリックする
ように VLAN ID を残します。

注: デフォルト（1）からワイヤレス トラフィックに別の VLAN ID を割り当てるバーチャルアク
セス アクセス・ポイント（VAPs）について詳細を学ぶために VLAN 1.のトラフィックがここを
クリックする管理からそれを分離するためにことを、推奨します。

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5605
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5605
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5605


ステップ 12： ネットワーク名（SSID）フィールドで新しいネットワーク名を入力して下さい。
デフォルトで ciscosb は使用されます。 ネットワーク名は SSID としてワイヤレス デバイスがそ
れを見つけることができるように、それ識別しますネットワークを識別されます。 この例では 5
GHz ネットワーク名を区別するのに、ciscosb2.4 が使用されました。 の隣で設定します無線 2
（2.4 GHz）のためのワイヤレスセキュリティをクリックして下さい。

ステップ 13： 無線ネットワークに適用することを望むネットワーク セキュリティで対応する
Radio ボタンをクリックして下さい。 それから Security 鍵 フィールドのネットワークのための
パスワードで入力して下さい。 入力するようにパスワードが表示されるために、クリアテキスト
チェックボックスとして提示キーをチェックして下さい。 クリアテキストとして提示キーはデフ
ォルトでチェックされます。 [Next] をクリックして次に進みます。

注: ネットワークに何人かオリジナル WPA だけサポートする他および WPA2 をサポートするク
ライアントのミックスがある場合、両方とも選択して下さい（WPA/WPA2）。 これは WPA およ
び WPA2 が両方クライアント ステーションおよび認証する関連付けるようにしますが、それを
サポートするクライアントのために非常に堅牢な WPA2 を使用します。 この WPA 設定はセキュ
リティの代わりにより多くの相互運用性を割り当てます。

最もよいセキュリティ（Wi-Fi Protected Access（WPA）個人的な 2 （WPA2） –高度暗号化
規格（AES）） ネットワークのすべてのクライアント ステーションは Cipher Block
Chaining Message Authentication Code プロトコル（AES-CCMP）暗号/セキュリティプロト
コルのカウンター モードを使用して WPA2 および Advanced Encryption
Standard（AES）暗号化アルゴリズムをサポートします。 これは IEEE 802.11i 規格ごとの
最もよいセキュリティを提供します。 最新の Wi-Fi 同盟要件によって、AP はこのモードを
いつもサポートしなければなりません。

●

よりよいセキュリティ（個人的な WPA/WPA2 – TKIP/AES） 個人的な WPA は AES-CCMP
および TKIP 暗号化を含む Wi-Fi 同盟 IEEE802.11i 規格です。 それはオリジナル WPA をサ
ポートするが、あったりより新しい WPA2 をサポートしないより古いワイヤレス デバイスが
ときセキュリティを提供します。

●

ノー・セキュリティ（推奨されない） 無線ネットワークはパスワードを必要としないし、だ
れでもによってアクセスすることができます。

●



ステップ 14： VLAN ID フィールドでは、無線 1 （2.4 GHz）のようにに属すること VLAN の ID
ナンバーを入力して下さい。 この例では、VLAN ID として 1 のデフォルト値をクリックしますの
隣で設定します捕虜ポータルを使用します。

注: デフォルト（1）からワイヤレス トラフィックに別の VLAN ID を割り当てるバーチャルアク
セス アクセス・ポイント（VAPs）について詳細を学ぶために VLAN 1.のトラフィックがここを
クリックする管理からそれを分離するためにことを、推奨します。

ステップ 15： （オプションの） A ゲスト ネットワークが必要となりません。 ゲスト ネットワ
ークを作成することを望んだ場合 Yesオプション・ボタンをクリックして下さい。 ゲスト ネット
ワークを作成し、ステップ 20 にスキップしたいと思わない場合 Noオプション・ボタンをクリッ
クして下さい。 Next ボタンをクリックして、処理を続けます。

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5605
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ステップ 16： （オプションの）ゲスト ネットワークを置くことを望む無線と対応する Radio ボ
タンを選択して下さい。 それからゲスト ネットワーク Name フィールドのネットワーク名を作
成して下さい。 の隣で行いますゲスト ネットワークのワイヤレスセキュリティ設定をクリックし
て下さい。

この例では、ciscosb ゲスト従ってワイヤレス ゲスト ユーザがネットワーク名を検索すことがで
きるように無線として 1 つを（5 GHz） 『Radio』 を選択 して、デフォルトネットワーク名前を
残します。

ステップ 17： （オプションの）ゲスト ネットワークに適用することを望むネットワーク セキュ
リティで対応する Radio ボタンを選択して下さい。 それから Security 鍵 フィールドでゲスト ネ
ットワークのためのパスワードを適当であれば入力して下さい。 キーをプレーンテキストとして
セキュリティキーを示すためにクリアテキストとして示すためにチェックボックスをチェックし
て下さい。 このコマンドはデフォルトで有効になっています。 [Next] をクリックして次に進みま
す。 ネットワーク セキュリティ オプションは次のとおりです:

最もよいセキュリティ（個人的な WPA2 –このオプションをサポートするデバイスおよび
AES） –新しいワイヤレス コンピュータのために推奨される。

●

よりよいセキュリティ（個人的な WPA/WPA2 – TKIP/AES） – WPA2 をサポートしないかも
しれないデバイスおよびより古いワイヤレス コンピュータのために推奨される。

●

ノー・セキュリティ（推奨されない） –これは既定の選択です。●



ステップ 18： （オプションの）ゲスト ネットワークのための VLAN ID を規定 して下さい。 ゲ
スト ネットワーク VLAN ID は管理 VLAN ID と異なるはずです。 この例では、ゲスト ネットワ
ークのために VLAN ID として VLAN ID 10 を使用しました。 の隣で設定しますゲスト ネットワ
ークのためのリダイレクト URL をクリックして下さい。

ステップ 19： （オプションの）代替開始ページに新しい無線ユーザをリダイレクトするために
有効リダイレクト URL チェックボックスをチェックして下さい。 リダイレクト URL フィールド
で完全修飾ドメイン名 （FQDN）か IP アドレスを入力して下さい（を含む http:// か https://)。 そ
れからの隣で続きます要約 ページにクリックして下さい。

ステップ 20： 要約– Settings ページを確認して下さい、行った設定を検討して下さい。 1つ以上
の設定を再構成するために Back ボタンをクリックして下さい。 『Cancel』 をクリック する場



合、すべての設定は前かデフォルト値に戻ります。 設定が正しい場合、『SUBMIT』 をクリック
して下さい。 設定設定は保存され、確認ウィンドウは現われます。

ステップ 21： 設定が行われればアクセス ポイントの設定が完了したことを知らせる、Complete
ページ デバイス設定はようです。 『Finish』 をクリック すれば新しいパスワードでログインに
再度必要となります。

結論

Setup ウィザードを使用して今うまく WAP を設定しました。 Wi-Fi ネットワークのリストでち
ょうど設定した SSID を見るはずです。 WAP の他の機能を設定するために、ログインに再度必
要となります。
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