
WAP351 および WAP371 アクセス ポイントの
ロケールを設定します 

目標
 

ロケールは捕虜門脈例に接続される認証 Webページです。 デバイスの捕虜ポータルを設定
する方法の情報に関しては WAP351 および WAP371 アクセス ポイントの捕虜ポータルを
設定する技術情報を参照して下さい。
 
WAP の捕虜ポータルを設定したら、ネットワークの異なるロケールのためのユニークなペ
ージを作成し、ページのテキストおよびイメージをカスタマイズするのにウェブ ポータル
カスタマイゼーション ページを使用できます。
 
この資料のこの目標はアップロードし WAP351 および WAP371 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することです。
  

適当なデバイス
 

• WAP351
 
• WAP371
  

[Software Version]
 

• WAP351 v1.0.0.39
 
• WAP371 v1.1.2.3
  

Web カスタマイゼーション
 

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 > 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.捕虜ポータルのためのロケールを作成するために捕虜門脈 Web ロケール ドロッ
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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。 名前は
1-32 文字ですおよび領域をはいらない必要があります。
 

 
ステップ 4.捕虜門脈例 ドロップダウン リストからのとロケールを関連付けることを望む捕
虜門脈例を選択して下さい。 捕虜門脈例の設定の情報に関しては、WAP351 および
WAP371 アクセス ポイントの捕虜ポータルの設定を参照して下さい。
 

 
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。
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捕虜門脈 Web ロケール
 

 
注: 捕虜門脈 Web ロケール パラメーター領域では、次のフィールドは自動的に生成され、
このページから編集することができません:
 

• 場所は id —場所のシーケンス番号を表示します
 
• 例は name —選択された例の名前を表示します
 

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 リストから捕虜ポータルのバッ
クグラウンドのためのイメージを選択して下さい。
 



 
注: リストからイメージをアップロードするか、または削除したいと思う場合アップロード
/削除カスタム イメージ ボタンをクリックして下さい。 アップロードおよび削除の情報に
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 イメージが表示されます。
 

 
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: リストからイメージをアップロードするか、または削除したいと思う場合アップロード
/削除カスタム イメージ ボタンをクリックして下さい。 アップロードおよび削除の情報に
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 イメージが表示されます。
 

 
ステップ 8.前景色フィールドで前景色のための HTML コードを入力して下さい。 コードは
6 ディジット 16 進法形式にあります。
 



 
注: Web 色のフォーマッティングに関する詳細については、このページを参照して下さい。
 
注: パレットによって基づく GUI を使用して 16 進法 HTML カラー コードの生成の援助に
関してはこのページを参照することができます。
 
ステップ 9.背景色フィールドで背景色のための HTML コードを入力して下さい。 コードは
6 ディジット 16 進法形式にあります。
 

 
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）のカ
ラーのための HTML コードを入力して下さい。 コードは 6 ディジット 16 進法形式にあり
ます。
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
http://www.colorpicker.com/


 
ステップ 11.ラベルを入力して下さいロケール ラベル フィールドでロケールを記述する。
デフォルトは英語です。
 

 
ステップ 12： ロケール フィールドでロケールのための省略形を入力して下さい。 デフォ
ルトは EN です。
 



 
ステップ 13： 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を描写するためにイメージを選択して下さい。
 

 
注: リストからイメージをアップロードするか、または削除したいと思う場合アップロード
/削除カスタム イメージ ボタンをクリックして下さい。 アップロードおよび削除の情報に
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 イメージが表示されます。
 



 
ステップ 14： ユーザにアカウント ラベル フィールドで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 15： ユーザー・ラベル フィールドのユーザー名テキスト ボックスを分類するた
めにテキストを入力して下さい。
 



 
ステップ 16： パスワード ラベル フィールドのユーザパスワード テキストボックスを分類
するためにテキストを入力して下さい。
 

 
ステップ 17： ボタンをボタン ラベル フィールドでユーザネームおよびパスワード情報を
提出するのに使用される分類するためにテキストを入力して下さい。
 

 



ステップ 18： 捕虜門脈ページのすべてのテキストのために使用するためにフォント フィー
ルドでフォントの名前を入力して下さい。 カンマで分かれるそれぞれ複数のフォント名を
入力できます。 最初のフォントがクライアント システムで利用できない場合、次のフォン
トは、等使用されます。 領域があるフォント名に関しては、全体の名前は単一 引用符で囲
む必要があります。
 

 
ステップ 19： ブラウザ タイトル フィールドのブラウザウィンドウのタイトルバーで表示
されるべきテキストを入力して下さい。
 

 
ステップ 20： ブラウザ内容フィールドのロゴ イメージの右へ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 21： コンテンツ フィールドのユーザネームおよびパスワード テキスト ボックス
の下で表示されるべきユーザ向けの啓発的なテキストを入力して下さい。
 

 
ステップ 22： 受け入れなければユーザが承認使用 Policy フィールドでログインするために
ならない条件を入力して下さい。
 

 
ステップ 23： チェックボックスを承認使用 ポリシーを受け入れるために選択するようにテ
キスト入力要求ユーザを受諾ラベル フィールド入力して下さい。
 



 
ステップ 24： ではユーザが承認使用 ポリシーを受け入れない出、ログインに試みるとテキ
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。
 

 
ステップ 25： 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 26： 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 27： 歓迎されたタイトル フィールドでは、ユーザの認証に成功されたら表示する
テキストを入力して下さい。
 

 
ステップ 28： 歓迎されたコンテンツ フィールドでは、ユーザがネットワークに接続される
とき示すテキストを入力して下さい。
 

 
ステップ 29： 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 30： 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 31： 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
 

あなた自身のロゴおよびイメージの捕虜門脈ページをカスタマイズすることができます。
18 までのカスタム イメージはデバイスにことができます（3 つのイメージの 6 つの設定さ
れたロケールをそれぞれ仮定する）アップロードする。
 
ステップ 1.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 ボタンをクリックして下さい。 ウェブ ポータル カスタム イメージ ページは開きます:
 

 
呼び出します。 コンピュータから使用するためにイメージをアップロードすることを望ん
だ場合アップロード Web カスタム イメージ フィールドで『Browse』 をクリック して下さ
い。 イメージを削除することを望んだ場合ステップ 4.にスキップして下さい。
 



 
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。 イメージは指定されたディメンションに合うためにサイズ調整をされま
す。 最もよい外観に関しては、ロゴおよびアカウント イメージは下記に記載されているデ
フォルトイメージ ディメンションへの同じような比率であるはずです:
 

• バックグラウンド— 800 のピクセルによって 10
 
• ロゴ— 78 のピクセルによって 168
 
• アカウント— 55 のピクセルによって 295
 

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。
 

 
ステップ 4 イメージを削除することを望んだ場合削除 Web カスタム イメージ 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。 さもなければ、ステップ
6.にスキップして下さい。
 



 
ステップ 5. 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: 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。
 
ステップ 6.ウェブ ポータル カスタマイゼーション ページに戻って移動に戻ってクリックし
て下さい。
 

 
ステップ 7 ロケールを編集することを再開するために捕虜門脈 Web ロケール ドロップダウ
ン リストからそれをもう一度選択する必要があります。
 



 
ロケール パラメータ セクションに戻るためにここをクリックすることができます。
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