
WAP321 アクセス ポイントの捕虜門脈インスタ
ンスの構成 

目標
 

捕虜門脈は WAP ネットワークに接続されるクライアントをブロックすることを可能にしま
す。 クライアントはインターネットを普通利用することができる前に特別な Webページを
認証の目的で見ます。 捕虜門脈確認は両方のゲストおよび認証済みユーザのため、認証デ
バイスにそれを回すことによって Webブラウザを利用します。 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する定義された一組の設定です。 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異なるインスタ
ンス（2 までの最大）はユーザに別様に応答するために設定することができます。 多くの
Wi-Fi ホットスポットで捕虜ポータルがユーザをインターネットへのアクセスを得るために
満たすのに使用されています。
 
この資料に WAP321 アクセス ポイントの捕虜門脈グローバル な 設定を設定する方法を説
明されています。
  

適当なデバイス
 

• WAP321
  

[Software Version]
 

• 1.0.3.4
  

捕虜門脈インスタンスの構成
 

ステップ 1. 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は捕虜ポータル > イ
ンスタンスの構成を選択し。 例 設定 ページは開きます:
 

 
ステップ 2.新しい設定を作成したいと思う場合捕虜門脈例 ドロップダウン リストから『
Create』 を選択 して下さい。 現在のコンフィギュレーションを書き換えるために、現在の
インスタンスをドロップダウン リストから選択し、ステップ 5.にスキップして下さい。
 
注: 最大 2 つの設定まで作成できます。
 
ステップ 3. Instance name フィールドで設定の名前を入力して下さい。 範囲は 1 つから 32



の英数字です。
 

 
ステップ 4.行う変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 たとえば追加フ
ィールド設定のページ再表示。
 



 
次の情報を表示する例 設定 ページにいくつかの設定不可能なフィールドがあります:
 

• 例は id — 現在 WAP デバイスで設定される CP 例の臭い番号を規定 します。
 
• ロケール数—例と関連付けられるロケール（ユーザ設定の言語および国別パラメータの
セット）の数を規定 します。
 

ステップ 5 管理モード フィールドの CP 例を有効に するために Enable チェックボックス
をチェックして下さい。
 



 
ステップ 6. CP 例に Protocol フィールドで確認のために使用してほしいプロトコルを選択
して下さい。 有効値は次のとおりです:
 

• HTTP —確認プロセスのための情報を暗号化しません。
 
• HTTPS — Secure Sockets Layer （SSL）を使用します、証明書が認証プロセスで使用さ
れる暗号化を提供するように要求する。
 



 
ステップ 7.確認 ドロップダウン リストからの確認のために使用するために CP における認
証方式を選択して下さい。 認証方式がデバイスへの悪意のあるユーザー アクセスを拒否す
るのに使用されています。 選択された認証方式がクライアントを確認するのに使用されて
います。 有効値は次のとおりです:
 

• ゲスト—認証を使用しません。
 
• ローカル—認証のためにローカル データベースを使用します。
 
• radius —認証のためにリモートRADIUSサーバ データベースを使用します。
 



 
 
ステップ 8 設定された URL に最近認証されたクライアントをリダイレクトしたいと思う場
合リダイレクト フィールドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 9.最近認証されたクライアントがリダイレクト URL フィールドでリダイレクトさ
れるかどれをにプレフィクス「http://」の URL を入力して下さい。 範囲は 0 から 256 文字
からです。
 
ステップ 10.ユーザがログアウトされる離れたタイムアウト フィールドで前に自動的にアイ
ドル状態に残す場合がある時間数を入力して下さい。 値が 0 に設定 される場合、タイムア
ウトは実施されません。 範囲は 0 から 1440 分からです。 デフォルト値は 60 分です。
 
ステップ 11.セッションが Session Timeout フィールドで終わる前に待つために時間数を入
力して下さい。 範囲は 0 から 1440 分からです。 デフォルト値はタイムアウトは実施され
ないことを意味する 0 です。
 
ステップ 12： クライアントが最大帯域幅アップストリーム フィールドの捕虜ポータルによ
ってデータを送信できること最大アップロード速度を入力して下さい。 範囲は 0 から 300
Mbps にあります。 デフォルト値は 0 です。
 
ステップ 13： クライアントが最大帯域幅ダウンストリーム フィールドの捕虜ポータルによ
ってデータを受け取ることができること最大ダウンロード速度を入力して下さい。 範囲は
0 から 300 Mbps にあります。 デフォルト値は 0 です。
 



 
 
ステップ 14： 前もって構成されたグループのドロップダウン リストからの CP 例に割り当
てたいユーザグループ Name フィールドの望ましいグループを選択して下さい。
 

 
ステップ 15： RADIUS IP ネットワーク フィールドでインターネット プロトコルの種類を
、それ使用されます RADIUS IP ネットワーク ドロップダウン リストからの CP 例によって
選択して下さい。 有効値は次のとおりです:
 

• IPv4 — RADIUSクライアントのアドレスはアドレスフォーマット xxx.xxx.xxx.xxx の IP



の第 4 バージョンにあります（192.0.2.10）。
 
• IPv6 — RADIUSクライアントのアドレスはアドレスフォーマット xxxx の IP の第 6 バー
ジョンにあります: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx （2001:DB8::CAD5:7D91）。
 

 
ステップ 16： 認証のためにグローバル な RADIUSサーバ リストを使用したいと思う場合
グローバル な RADIUS フィールドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 
タイムセーバ: RADIUS を『Global』 を選択 する場合ステップ 22 にスキップして下さい。
CP 機能が前もって構成されたグローバル な RADIUSサーバを使用するのでグローバル な
RADIUS オプションを有効に する場合 RADIUSサーバ IP を入力する必要はありません。
 
ステップ 17： WAP ネットワークのクライアントの時およびデータ使用状況をトラッキン
グし、測定したいと思う場合 RADIUS 説明フィールドの Enable チェックボックスをチェッ
クして下さい。
 
ステップ 18： サーバIP Address-1 フィールドでプライマリ サーバーとして使用したいと思
う RADIUSサーバの IP アドレスを入力して下さい。 IP アドレスは IPv4 または IPv6 の形
式にあるステップ 15 の RADIUS IP ネットワークで選択したものをによってはずです。
 
ステップ 19： （オプションの）サーバIP Address-4 フィールドにサーバIP Address-2 でバ
ックアップ RADIUSサーバ IP アドレスを入力して下さい。 これらのサーバは認証がプライ
マリ サーバーによって失敗した場合使用されます。 先行処理が失敗した場合順に認証され
る 3 つまでのバックアップ IP サーバを設定できます。
 
ステップ 20： WAP デバイスがプライマリ RADIUSサーバに認証するのに使用している
Key-1 フィールドで共用秘密鍵を入力して下さい。 63 までの標準英数字および特殊文字を
使用できます。 キーは大文字/小文字の区別があります。
 
ステップ 21： （オプションの） WAP デバイスがそれぞれバックアップ RADIUSサーバに



認証するのに使用している 4 フィールドにキー 2 で共用秘密鍵を入力して下さい。
 
ロケール カウント フィールドは現在のインスタンスと関連付けられるロケールの数を表示
します。 3 つの異なるロケールは Web カスタマイゼーション ページからの各例に作成され
、割り当てることができます。
 
ステップ 22： 現在設定された例を削除したいと思う場合（オプションの）現在設定された
例を削除するために削除例 チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 23： 行うすべての変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
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