
WAP321 アクセス ポイントの捕虜ポータルの
Web カスタマイゼーション 

目標
 

捕虜門脈機能はそれらが確認ステージを渡さない場合ネットワークへの無線クライアントの
アクセスをブロックすることを可能にします。 捕虜ポータルは WAP321 ネットワークのク
ライアントがインターネットの使用の前に認証目的で特別な Webページを普通見ることを
可能にします。 あなた自身のイメージ（各ロケールのための 3）および他のグラフィック
が付いているこのページをカスタマイズできます。 これらのデフォルトイメージ グラフィ
ックはユーザ カスタマイゼーションのために取り替えることができます:
 

• ロゴ—決め付ける情報のための左上 ページで表示される。 ディメンション 168 x 78 ピ
クセル（幅 X 高さ）の内で準拠しなければなりません。
 
• アカウント— Login フィールドの上で表示される。 ディメンション 295 x 55 ピクセル
（幅 X 高さ）の内で準拠しなければなりません。
 
• 背景説明—ページ バックグラウンドとして表示される。 ディメンション 10 x 800 ピク
セル（幅 X 高さ）の内で準拠しなければなりません。
 
この技術情報はアップロードし WAP321 アクセス ポイントの Web カスタマイゼーション
のためのバイナリイメージ ファイルを削除し原文および図形要素が付いている認証ページ
をカスタマイズする方法を説明します。
 

捕虜門脈設定にこれらの要素があります:
 

• グローバル な捕虜門脈設定—捕虜ポータルはインターネットを普通利用できる前に WAP
ネットワークのクライアントが特別な Webページを認証の目的で見ることを可能にします
。 認証済みユーザのデータベースは WAP デバイスまたは RADIUSサーバでローカルで保
存されます。 グローバル な 設定 ページが捕虜門脈機能のある管理状態を制御し、WAP
デバイスで設定されたすべての捕虜門脈例に影響を与えるグローバル な設定を行うのに使
用されています。 詳細を捕虜ポータルのグローバル な 設定について知るために、技術情
報を、WAP321 アクセス ポイントの捕虜門脈グローバル な 設定参照して下さい。
 
• インスタンスの構成—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。 詳細を捕虜ポータルのインスタンスの構成に
ついて知るために、技術情報を、WAP321 アクセス ポイントの捕虜門脈インスタンスの
構成参照して下さい。
 
• 例 アソシエーション—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。 VAPs はイーサネット VLAN のワイヤレス等量の複
数のブロードキャスト ドメインのセグメント化されたワイヤレス LAN です。 これは複数
のアクセス ポイントが 1 つの物理的 な WAP デバイスで模倣されるようにそれを作りま
す。 詳細を捕虜ポータルの例 アソシエーションについて知るために技術情報を、
WAP321 アクセス ポイントの捕虜門脈例 アソシエーション参照して下さい。
 
• ウェブ ポータル カスタマイゼーション—捕虜ポータルは WAP321 ネットワークのクラ
イアントがインターネットの使用の前に認証目的で特別な Webページを普通見ることを可
能にします。 あなた自身のイメージ（各ロケールのための 3）および他のグラフィックが



付いているこのページをカスタマイズできます。 この技術情報はアップロードし
WAP321 アクセス ポイントの Web カスタマイゼーションのためのバイナリイメージ ファ
イルを削除し原文および図形要素が付いている認証ページをカスタマイズする方法を説明
します。
 
• ローカル グループ—捕虜ポータルで各々のローカル ユーザはユーザグループに割り当て
られ、各グループは捕虜門脈例に割り当てられます。 グループは捕虜門脈例にユーザの割
り当ての管理を助けます。 デフォルト グループは既に削除することができませんいてい
ます。 2 人の追加ユーザグループは作成することができます。 詳細を捕虜ポータルのロー
カル グループ設定について知るため。 技術情報を、WAP321 アクセス ポイントの捕虜ポ
ータルのローカル グループ参照して下さい。
 
• ローカル ユーザ—ローカル Users ページがゲスト ユーザか許可されたユーザを設定する
のに使用されています。 ゲスト ユーザから離れて、許可されたユーザは WAP ネットワー
クにアクセスするために有効なユーザ名およびパスワードを提供する必要があります。 詳
細を捕虜ポータルのローカル ユーザ 設定について知るために、技術情報を、WAP321 ア
クセス ポイントの捕虜門脈ローカル ユーザコンフィギュレーション参照して下さい。
  

適当なデバイス
 

• WAP321
  

[Software Version]
 

• 1.0.3.4
  

Web カスタマイゼーション
 

ステップ 1.アクセスポイント設定 ユーティリティへのログインは捕虜ポータル > ウェブ ポ
ータル カスタマイゼーションを選択し。 ウェブ ポータル カスタマイゼーション ページは
開きます:
 

 



 
ステップ 2.捕虜門脈 Web のためのユーザを作成するために捕虜門脈 Web ロケール ドロッ
プダウン リストから『Create』 を選択 して下さい。 前の Web ロケールを編集したいと思
う場合作成された Web ロケールを捕虜門脈 Web ロケール ドロップダウン リストから選択
し、ステップ 6.にスキップして下さい。
 
ステップ 3. Web ロケール Name フィールドでロケールの名前を入力して下さい。
 

 
ステップ 4.捕虜門脈例 ドロップダウン リストから捕虜門脈例を選択して下さい。
 
ステップ 5.作成される設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 それから
、捕虜門脈 Web ロケール パラメーター領域は追加情報と現われます。
 



 
捕虜門脈 Web ロケール パラメーター領域では、ロケールのシーケンス番号はロケール ID
フィールドで表示されます。
 
選択された例の名前は Instance name フィールドで表示されます。
 
注: ロケール ID およびインスタンス名はこのエリアで編集することができないし、自動的
に生成されます。
 

 
ステップ 6.バックグラウンドイメージ名前ドロップダウン リストからバックグラウンドの
ためのイメージを選択して下さい。
 



 
注: バックグラウンドイメージ名前ドロップダウン リストからの望ましいイメージを見つけ
ないか、または新しいイメージを表示したいと思うか、またはリストからの削除イメージが
ほしいと思ったら、/削除カスタム イメージ ボタン 『Upload』 をクリック して下さい。
アップロードおよび削除に関してはカスタム イメージはアップロード/削除カスタム イメー
ジに行きます。
 

 
ステップ 7.ロゴ イメージの名前ドロップダウン リストからロゴのためのイメージを選択し
て下さい。
 



 
注: ロゴ イメージの名前ドロップダウン リストからの望ましいイメージを見つけないか、
または新しいイメージを表示したいと思うか、またはリストからの削除イメージがほしいと
思ったら、/削除カスタム イメージ ボタン 『Upload』 をクリック して下さい。 アップロ
ードおよび削除に関してはカスタム イメージはアップロード/削除カスタム イメージに行き
ます。
 

 
ステップ 8.前景色フィールドで前景のためのカラー数を入力して下さい。
 
ステップ 9.背景色フィールドでバックグラウンドのためのカラー数を入力して下さい。
 
ステップ 10.区切り記号フィールドで本文ページからヘッダを分ける区切り記号（行）用の
カラー数を入力して下さい。
 



注: 述べられる色は 16 進法形式および HTML コードにあります。
 
ステップ 11.ロケール ラベル フィールドでロケールのためのラベルを入力して下さい。 デ
フォルトは英語です。
 

 
ステップ 12： アカウント イメージ ドロップダウン リストから、Login フィールドの上の
認証されたログインで表示されるべきイメージを選択して下さい。
 

 
注: アカウント イメージ ドロップダウン リストからの望ましいイメージを見つけないか、
または得たいと思えばリストからの削除イメージがほしいと思ったり『Upload』 をクリッ
ク します新しいイメージはまたは/削除カスタム イメージ ボタン。 アップロードおよび削
除に関してはカスタム イメージはアップロード/削除カスタム イメージに行きます。
 



 
ステップ 13： アカウント ラベル フィールドでログインするためにユーザにユーザネーム
を入力する手順を与えるテキストを入力して下さい。
 
ステップ 14： ユーザー・ラベル フィールドでユーザー名テキスト ボックスの名前を入力
して下さい。
 
ステップ 15： パスワード ラベル フィールドでユーザパスワード テキストボックスの名前
を入力して下さい。
 
ステップ 16： 情報をアップデートし、ボタン ラベル フィールドのユーザを認証するのに
使用されるボタンの名前を入力して下さい。
 
ステップ 17： ユーザがフォント フィールドの捕虜門脈ページで使用できるフォントの名前
を入力して下さい。 複数のオプションはカンマで分かれる各オプションと入力することが
できます。
 
ステップ 18： ブラウザ タイトル フィールドのウィンドウのタイトルバーで表示されるべ
き名前を入力して下さい。
 
ステップ 19： ブラウザ内容フィールドのロゴ イメージの権限の方に表示される歓迎された
テキストを入力して下さい。
 



 
ステップ 20： コンテンツ フィールドの本文ページで表示されるユーザ向けの手順を入力し
て下さい。
 
ステップ 21： 承認使用 Policy フィールドで捕虜ポータルをログインし、使用するために受
け入れなければユーザがならない条件を入力して下さい。
 
ステップ 22： 使用 ポリシーを受け入れ、受諾ラベル フィールドのチェックボックスをチ
ェックするためにユーザ向けのテキストを入力して下さい。
 
ステップ 23： ではユーザがポリシーを受け入れない出、ログインしたいと思うとテキスト
フィールドを、入力しますテキストを受け入れないで下さい。 デフォルトはポップアップ
ウィンドウに現われるエラー メッセージです。
 
ステップ 24： 未完成品テキスト フィールドでは、ユーザが認証を待っている間、表示する
テキストを入力して下さい。
 



 
ステップ 25： 否定されたテキスト フィールドでは、ユーザの認証が失敗するとき表示され
るテキストを入力して下さい。
 
ステップ 26： 歓迎されたタイトル フィールドでは、ユーザが認証されたら表示するテキス
トを入力して下さい。
 
ステップ 27： 歓迎されたコンテンツ フィールドでは、ユーザが捕虜門脈ネットワークに接
続されると示すテキストを入力して下さい。
 



 
 
ステップ 28： 現在のローカル設定を削除したいと思う場合（オプションの）削除ロケール
チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 29： 作成されるすべての設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい
。
 



 
ステップ 30： 作成されるローカル設定を下検分したいと思う場合（オプションの）プレビ
ューをクリックして下さい。 捕虜門脈 Web ロケール Web ロケール パラメータ プレビュー
 ページは開きます:
 

 
注: プレビューはスタートアップ コンフィギュレーションに既に保存されてしまったイメー
ジおよびテキストを示します。 変更を行なう場合、プレビューを変更を見るためにクリッ
クする前に『SAVE』 をクリック して下さい。
  

/削除カスタム イメージ アップロードして下さい
 

または見つけないか、またはリストからの削除イメージが新しいイメージを表示したいと思



うか、アカウント イメージ ドロップダウン リストからの望ましいイメージをほしいと思え
ばステップ 1.Click 捕虜門脈 Web ロケール パラメータ ページのアップロード/削除カスタム
イメージ ボタン。 ウェブ ポータル カスタム イメージは開きます:
 

 
• アップロード Web カスタム イメージ—新しいカスタム イメージをアップロードしたい
と思ったりアップロード Web カスタム イメージに行って下さい。
 
• 削除して下さい Web カスタム イメージ—カスタム イメージ形式リストを削除したいと
思ったり削除 Web カスタム イメージに行って下さい。
  

Web カスタム イメージをアップロードして下さい
 

 
ステップ 1： アップロード Web カスタム イメージ フィールドで、コンピュータからファ
イルを選択するために『Browse』 をクリック して下さい。 Upload ページへの『File』 を
選択は開きます。
 
ステップ 2.イメージ ファイルをローカル コンピュータから選択し、『Open』 をクリック
して下さい。
 
注: イメージは 5 番のキロバイトまたはより小さく、ファイル GIF または JPEG 形式である
必要があります。
 
ステップ 3. WAP デバイスにイメージをアップロードするために『Upload』 をクリック し
て下さい。
  
Web カスタム イメージを削除して下さい



 
ステップ 1.削除 Web カスタム イメージ フィールドのドロップダウン リストから削除され
たいと思うファイルを選択して下さい。
 
ステップ 2. WAP デバイスから選択されたファイルを削除するために『Delete』 をクリッ
ク して下さい。
 
注意： 現在使用されたイメージの削除はディフォルトするために Web カスタマイゼーショ
ン ページのセクションをリセットします。
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