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Ciscoワイヤレス無線ネットワークの捕虜ポータルを有効に す
ること
 

ますますモービルの、共同景気 環境では、より多くの組織は共同経営者、顧客および他の
ゲストとリソースの制御された共有のためのネットワーク環境を開発しています。 ビジネ
スはよりよい方法をに追求しています:
 

• 確保します顧客の参照にワイヤレス インターネットアクセスを提供して下さい 
• 共同経営者のための会社のネットワーク リソースへの Enable limited アクセス 
• 個人的なモバイルデバイスをそこに使用している従業員に急速な認証および接続を提供
します
 

Cisco スモール ビジネス ワイヤレスアクセスポイント（AP）は、WAP321 または
WAP561 のような既存の有線ネットワークに、典型的な有線接続に対抗する速度およびセ
キュリティでワイヤレス接続を提供するために容易に統合できます。
 
Cisco 捕虜門脈機能は内部ネットワークのセキュリティを維持している間クライアントおよ
び他のビジターのためのワイヤレスアクセスを提供する便利な、セキュア、費用効果が高い
方法を提供します。 ゲスト ネットワークはパートナーとのビジネスを効率化し、拡張 な
顧客の満足を提供することを含む多くの重要な事業目的を、機能し、従業員の生産性を改善
できます。
 
捕虜ポータルは次の基本的な機能性を提供できます:
 

• 会社ロゴのカスタマイズされたゲスト ログイン ページ 
• 捕虜ポータルの多数の例を作成する能力 
• マルチ認証 オプション 
• 異なる権限およびロールを割り当てる能力 
• 帯域幅（上下流）を割り当てる能力
  

捕虜ポータルを設定する方法か。
 

捕虜ポータルはデバイス GUI で設定することができますなぜなら速く基本的なセットアッ
プ 顧客は参照します下記のようにステップを Setup ウィザードを機能を有効に するのに使
用し、:
  

Setup ウィザードの使用
 

デバイス GUI の主要なダッシュボードから Setup ウィザードを実行して下さい。
 



 
ウィザードスクリーンに続いて下さい。
 

 
ゲスト アクセス（捕虜ポータル）をイネーブルにして下さい。
 



 
ゲスト ネットワークに名前を、たとえば「会社ゲスト」つけて下さい。
 

 



セキュリティ型を選択して下さい。
 

 

 
ユーザがウェルカム画面からの年期を受け入れた後示したいと思う特定の Webページがあ



ったら、URL を打ち込めば次に次、この URL は会社 Webサイトである場合もあります。
 

 

 



Next ページに行くために『Next』 を選択 して下さい。
 

 
この場合捕虜門脈セットアップは完了しました、今顧客はゲスト ネットワークに接続し、
ウェルカム画面を得られます。
 
ポータルの先発セットアップおよびカスタマイゼーションに関しては、捕虜門脈メニューか
らのデバイス GUI に、ログインして下さい。
 
インスタンスの構成を選択して下さい」、と注意しますこの名前を選択しか、またはインス
タンスの構成用の新しい名前を作成し、保存することができることをウィザードが「wiz-
cp-inst1 呼ばれたインスタンス名を作成したことを。  「wiz-cp-inst1」を選択すれば画面は
例 設定 ページに連れて行きます。
 



 
ゲスト SSID への Setup ウィザード自動的に関連捕虜門脈インスタンス名「wiz-cp-inst1」
が Setup ウィザードの間に作成されることに注意します。
 
GUI を使用して例を作成した場合、今作成したゲスト ネットワークに関連付ける必要があ
ります。 
ドロップダウンメニューからインスタンス名を「ゲスト」、かウィザード「wiz-cp-inst1」
によって作成された例を選択して下さい。
 



 
メニューからゲスト ウェルカム画面を設定するためにウェブ ポータル 設定を選択します廃
棄メニューからインスタンス名を選択して下さい。
 
捕虜ポータルがクライアントを確認するのに使用することができるように認証方式を選択し
て下さい:
 

• ゲスト—ユーザはデータベースによって認証される必要はありません。 
• ローカル— WAP デバイスは認証済みユーザにローカルデータベースを使用します。 
• radius — WAP デバイスはリモートRADIUSサーバのデータベースをユーザを認証するの
に使用します。
 



 
確認 方式「ロケール」をそしてローカルユーザを作成する必要選択すれば。
 
メニューからローカルを選択して下さい。
 
使用 パラメータ（ユーザの名前）を入力して下さい、ユーザ プロファイルのためのパラメ
ータを選択して下さい。
 

 
ウェブ ポータル ページ カスタマイゼーション、今 3 つまでのグラフィック・ファイルをア
ップ ロードできる図形および会社ロゴをアップ ロードする選択が会社ロゴ（デフォルト、
Cisco ログ）と三番目に Login 画面（デフォルト、Log 鍵）のページ バックグラウンド（デ
フォルト Ciscobkg）秒の間 1 つあります。



**以下の事項に注意して下さい: 5KB であるこのアートワーク ファイル必要のためのファイ
ルサイズ。
 

 

 
この場合できますウェブ ポータル ページを、のようなカスタマイズ等追加します承認使用
ポリシー、ウィンドウのタイトルおよび名前を…
 
ゲストとして確認 方式のカスタマイズされたページは、これ認証する必要性を意味しませ
んユーザはただ年期を受け入れる必要があり、ユーザネームを入力する Connect ボタンを
選択することはオプションです。
 



 
ローカルとして確認 方式のカスタマイズされたページは認証するためにこれユーザネーム
およびパスワードをそこに入力するユーザーのニーズを意味しそれからユーザは年期を受け
入れ、Connect ボタンを選択する必要があります。
 

  
マルチ VLAN 環境の捕虜ポータル
 

場合によってはネットワークにユーザの異なるグループを保守する複数のVLAN の必要がさ



まざまな目的であります。 一般的な例は社内ネットワークのリソースへのアクセスから許
可されていないユーザを防ぐゲストユーザ向けの個別 ネットワークです。 時々異なるユー
ザーに利用可能の同じ理由で必要がある複数のワイヤレス ネットワークがあります。
WAP321 および WAP561 は捕虜ポータルを使用してこれらの必要を満たすことができます
がネットワークの追加設定の少し必要となります。 このセクションはその設定に行きます
。
  

イントロ–現在のコンフィギュレーション
 

この資料はネットワークコンフィギュレーションが既に設定されていていると仮定します。
  この例では、2 つのネットワーク、主要なネットワークおよびゲスト ネットワークがあり
ます。  各ネットワークに DHCP アドレスを作成し、動作する設定は既に設定されてしまい
ました。  WAP321 は既に各ネットワークのための別の SSID をブロードキャストするため
に設定されてしまいました。  現在のセットアップはこのようになります:
 

 
設定が完了するとき、VLAN 間ルーティングはネットワークですべての無線クライアントが
捕虜門脈にアクセスできるように有効に なりま ネットワーク接続を有効に します。
  

設定
 

最初に、コア ルータのイネーブル VLAN 間ルーティング、この場合 RV320。 これを設定す
るために VLAN 間ルーティングを有効に する ポート管理 > VLANメンバーシップに行って
下さい。 ページの左側の VLAN 1 および 25 をチェックし、『Edit』 をクリック して下さ
い。 VLAN 間ルーティング カラムで、それぞれのためのダウン ボックスをクリックし、『
Enabled』 を選択 して下さい。 設定を保存します。
 



 
捕虜ポータルにアクセスこの場合すべてのユーザはできるはずですまた主要な VLAN また
はゲスト VLAN のリソースにアクセスできます。  アクセスを制限するために、RV320 のア
クセスコントロール ルールを設定して下さい。  ファイアウォール > アクセス規則にこの制
約事項を設定するために行って下さい。
 

 
ページの一番下に、『Add』 をクリック して下さい。  合計シナリオのための 2 つのアクセ
ス規則を追加したいと思います。  最初に、アクセスを拒否する右に表示するように
192.168.25.x/24 ゲスト サブネットからの 192.168.1.x/24 内部 サブネットにルールを設定
して下さい。
 



 
ページの一番下に『SAVE』 をクリック し、そして『Back』 をクリック して下さい。  こ
の場合別のルールを追加して下さい、今回は「単一として「割り当て」として設定 しまし
た操作および宛先IP を」。  192.168.25.x/24 サブネットから 192.168.1.5 にアクセスを許可
する WAP321 静的な IP であるために現在設定されるルールを設定して下さい。  このルー
ルはちょうど作成したゲスト ネットワークからのおよびどこも主要なネットワークの拒否
ルールに先んじて置かれ、192.168.1.5 へのトラフィックを許可します。
 
終わるとき Rules ページ アクセスはこのようになる必要があります。
 



 
このセットアップの捕虜ポータルを設定するために、捕虜ポータルを設定する必要がある各
ネットワークのための最初のセクションからのステップに単に従って下さい。
 

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
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