
WAP571 または WAP571E の設定 Active
Directory ゲスト認証 
目標
 

この資料の目標は WAP571 または WAP571E の Active Directory ゲスト認証を設定する方
法を示すことです。
  

概要
 

Microsoft は Windows Active Directory Service を、内部 Active Directory （AD）提供します
。 それはユーザ、デバイスおよびポリシーを含むネットワークのための必要不可欠な情報
すべてを保存します。 管理者は単一 インポートとしてネットワークを作成し、管理するの
に AD を使用します。 AD ゲスト認証はクライアントが認証のための AD を使用して捕虜門
脈インフラストラクチャを設定することを可能にします。 捕虜ポータル（CP）はワイヤレ
スアクセスポイント（WAP）に接続しているあらかじめ定義されたユーザへの対するアク
セス権の付与に管理者を可能にする機能です。 クライアントはアクセスの認証および状態
のための Webページにネットワークに接続できる前に指示されます。 CP 確認はネットワ
ークのゲストおよび認証済みユーザ両方のためです。 この機能は Webブラウザを利用し、
認証デバイスに回します。  
 
CP 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される定義された一組の設
定です。 例は 1 つの物理的 な WAP デバイス内の複数のアクセス ポイントを模倣する関連
するバーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAPs）にアクセスするように試みると同時
にユーザにさまざまな方法で応答するために設定することができます。 詳細をそれの設定
の VAP および手順について学ぶために、ここをクリックして下さい。
 
捕虜ポータルは頻繁に契約 条件に Wi-Fi ホットスポット場所でユーザを確認するために一
致しましたり、またアクセス権を得る前にインターネットに提供しますセキュリティ資格情
報を用いられます。 いくつかの組織に関しては加入ユーザにブランドについて将来連絡さ
れる機会を提供します。 このような機能へ多くのマーケティング ユース ケースがあります
。 AD 認証をサポートするために、WAP は認証を提供する 1 つから 3 つの Windows ドメ
イン コントローラー（別名サーバ）と通信する必要があります。 それは異なる AD ドメイ
ンからコントローラを『Domain』 を選択 することによって認証のための複数のドメインを
サポートできます。
  

適当なデバイス
 

 
WAP571
 
 
WAP571E
 
  

[Software Version]
 

 
1.1.0.3
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5605-configure-a-vap-on-a-wap125-or-wap581-access-point.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5605-configure-a-vap-on-a-wap125-or-wap581-access-point.html


設定 Active Directory ゲスト認証
 

ステップ 1.ユーザ名 および パスワードの入力による 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。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは cisco/cisco で
す。 新しいユーザー名かパスワードを設定する場合、それらの資格情報を代りに入力して
下さい。 [Login]をクリックします。
 
注: この技術情報では AD ゲスト認証の設定を示すのに、WAP571E が使用されています。
メニュー オプションはデバイスのモデルによってわずかに異なるかもしれません。
 





ステップ 2.アクセスコントロール > ゲスト アクセスを選択して下さい。
 

 
ステップ 3 ゲスト アクセス例表では、新しいゲスト アクセス例か存在 1 つを編集するため
に鉛筆および用紙アイコンを追加するようにプラス アイコンを選択できます。 WAP571 ま
たは WAP571E アクセス ポイントのゲスト アクセス機能はデバイスの範囲内の一時無線ク
ライアントにワイヤレス接続を提供します。 アクセス ポイントはゲスト ネットワークのた
めのサービス セット ID（SSID）仕様をブロードキャストします。 ゲストは資格情報を入
力するために必要となる CP にそれからリダイレクトされます。 事実上、これはまだゲス
トにインターネットへのアクセスを可能にしている間主要なネットワークをセキュア保存し
ます。
 
CP の設定は WAP の Webベース ユーティリティのゲスト アクセス例表で行われます。 ゲ
スト アクセス機能はホテルおよびオフィス ロビー、レストランおよびモールで特に役立ち
ます。
 
この例では、新しいゲスト アクセス例はプラス アイコンのクリックによって追加されます
。
 

 
ステップ 4.ゲスト アクセス例を挙げて下さい。 この例では、それは AD_Test と指名されま
す。
 

 
ステップ 5.ドロップダウン メニューからの確認プロセスの間に使用するために CP 例のた
めのプロトコルを選択して下さい。
 

 
HTTP： 確認の間に暗号化を使用しません。
 
 
HTTPS - Secure Sockets Layer （SSL）を使用します、証明書が暗号化を提供するように要



求する。 証明書は接続時間のユーザに示されます。
 
 

注: 前がセキュアであるので HTTPS およびない HTTP を使用するためにクライアントが捕
虜門脈ページを設定することは非常に重要です。 クライアントが『HTTP』 を選択 する場
合、それらは非暗号化クリアテキストでそれらを送信することによって不注意にユーザ名
および パスワードを露出できます。 それは HTTPS 捕虜門脈ページを使用する最良の方法
です。
 

 
ステップ 6. Active Directory Service として認証方式を選択して下さい。
 

 
ステップ 7.認証方式 カラムの Active Directory Service の隣で青い目アイコンをクリックし
て AD サーバの IP アドレスを設定して下さい。
 

 



ステップ 8 新しいブラウザウィンドウは開発します。 AD サーバのための IP アドレスを入
力して下さい。 この例では、使用されるホスト IP アドレスは 172.16.1.35 です。 [OK] を
クリックします。
 

 
注: オプションのステップとして AD サーバのための IP アドレスが有効であることを確認す
るために、『Test』 をクリック することができます。 検証手順に関する詳細については、
ここをクリックして下さい。 3 つの AD サーバに集計できます。
 
ステップ 9.変更を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 10.行き、> ネットワークはメニューに『Wireless』 を選択 します。
 

 
ステップ 11.ネットワークを選択し、認証のためのゲスト アクセス例として AD を選択する
こと規定 して下さい。 この例では、ネットワークは WAP571_test です。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html


 
ステップ 12： [Apply] をクリックします。
 

  
結論
 

今うまく WAP571 または WAP571E のアクティブなディレクトリ ゲスト認証を設定しまし
た。
 
ゲスト無線ネットワークに AD 認証を使用して接続し、機能性を確認するステップについて
は WAP125 または WAP581 の設定 Active Directory ゲスト認証の技術情報を参照して下さ
い。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html
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