
WAP571 および WAP571E デバイスの社会的な
メディア認証の設定 
目標

ネットワーク ユーザーは頻繁にワイヤレスアクセスポイントにモバイル デバイスのキャリア サ
ービスよりより速いインターネット速度を受け取るために接続します。 スムーズなログオン プロ
セスおよび容易なナビゲーションはこれらのユーザ向けの肯定的なエクスペリエンスを確認でき
ます。  まだネットワークをセキュア保存している間ユーザ ログインのためのいくつかの容易な
オプションがあるために WAP571 か WAP571E は設定できます。 Google または Facebook によ
るサード パーティ認証はこれの利用可能な機能最も遅くアップデートしますです。 この技術情報
は WAP571 または WAP71E アクセス ポイントのサード パーティ認証のための設定によってガ
イドします。 利用されたとき、ユーザのユーザのサード パーティ アカウントは無線ネットワー
クにユーザアクセスを認める「パスポート」の型として機能します。 喫茶店か不動産オフィスを
経営するかどうか、ビジターを持っていますネットワークへの簡単なアクセスを確認し、大きい
ビジター エクスペリエンスがあります。

デバイス/ソフトウェア バージョン

WAP571 – 1.0.2.6●

WAP571E – 1.0.2.6●

要件

Facebook または Google 認証サーバへのインターネット アクセス●

ユーザは既存のアカウントおよびプリファレンスが Google か Facebook をネットワーク サ
ービスへのアクセス権を得るのに使用するなければなりません

●

概要

このマルチステップ ガイドで管理インターフェイスの複数のメニュー場所を渡る短いステップを
完了します。 デバイスにログインすれば、使用するセクションは画面の左側の捕虜門脈メニュー
の下で含まれているすべてです。  このガイドでは、ウェブ ポータルの外観をカスタマイズし、
接続されたクライアントを表示する機能を含む 2 つのオプション機能は、説明されます。 ガイド
を終えるために、これらのユーザへネットワークの「フェイス」をカスタマイズすることについ
てのいくつかの基本をカバーしましたり、また認証済みユーザを表示するために方式を下検分し
ます。

グローバル コンフィギュレーション

ステップ 1.画面の左側のメニュー バーからの捕虜ポータルを、ブラウザ デフォルトで連れて行
きますグローバル な 設定にクリックして下さい。



ステップ 2.メニューの上で Enable チェックボックスをクリックして下さい。

ステップ 3.認証タイムアウトおよび追加 HTTP/S ポートを設定して下さい。 これらのオプション
はネットワークはそれらがサービスにアクセスするように要求すれば追加ポートをオープンにし
ます。 ケースでデフォルト値でこれらのオプションを残しました。

ステップ 4. SAVE ボタンをクリックして下さい。



ローカル グループ/ユーザ

このセクションは入力に基づいてユーザのグループに加えられる設定を管理します。 すなわち、
それは選択の捕虜門脈例にそれらを指示するネットワークに加入しているあらゆるユーザ向けの
じょうごのように機能します。

ステップ 1： 捕虜門脈メニューからローカル グループ ユーザをクリックして下さい。

呼び出します。 作成オプションを表示されます捕虜門脈 Groups ドロップダウン ボックスで確認
して下さい。



ステップ 3 それからユーザグループを名前を挙げて下さい。 ケースでローカル グループ「
Social_Media_Passport」を指名しました。

ステップ 4. Add Group ボタンをクリックして下さい。



インスタンスの構成

例はオンデマンド基礎で加えられる設定のグループのまわりのユニークなシステムとしてを捉え
ることができます。 別のものが異なるインスタンス動作される間、そう 1 組のユーザは 1 例動作
することができます。

ステップ 1： 捕虜門脈メニューからインスタンスの構成をクリックして下さい。

呼び出します。 create リストされています捕虜門脈例ドロップダウン ボックスに確認して下さ
い。



ステップ 3. 1 つ– 32 の英数字から含んでいる例を挙げて下さい。

ステップ 4. SAVE ボタンをクリックして下さい。

ページはリフレッシュし、新しいオプションは下記に示されているように利用可能になります。



ステップ 5. （オプションの）は Protocol ドロップダウン ボックスをクリックし、HTTPS を選択
します。

ステップ 6.確認ドロップダウン ボックスをクリックし、サード パーティ 資格情報を選択して下
さい。



認証方式に関する詳細については下記の図を読んで下さい。

認証方式 詳細
ローカル デー
タベース。

デバイスの内蔵メモリをネットワーク参加のための期待されたユーザおよび基準のレコードを維持するのに使用します。

RADIUSサーバ ローカルの反対は、プロトコル RADIUS を使用して認証サーバ デバイスからリモートであり。
Active Directory
Service

RADIUS に類似した、アクティブなディレクトリー・サービスはデバイスからリモートです。

サード パーテ
ィ 資格情報

使用社会的なメディアは識別を確認し、ネットワークへのアクセスを提供するために説明します。

ステップ 7.サード パーティを保守しますチェックボックスをクリックして使用するために望みま
す選択して下さい。

ステップ 8.ユーザグループ名前が表示され、そしてドロップダウン ボックスをクリックし、この
ガイドの前のセクションで作成されるユーザグループを選択するまでページをスクロールして下
さい。



ステップ 9： この場合このページの一番下にスクロールし、SAVE ボタンをクリックして下さい
。

例 アソシエーション

例が作成されればバーチャルアクセス アクセス・ポイント（VAP）とそれを関連付ける、必要が
ありますまたはデフォルト（VAP 0）でそれを残すことができます。 VAP は接続するためにユー
ザ向けの追加アクセス ポイントの外観を重複させる総合的な例です。

ステップ 1： 捕虜門脈メニューから例 アソシエーションをクリックして下さい。



ステップ 2.例を関連付けたい無線をページ デフォルトで設定されます 5.に選択して下さい。

ステップ 3.ダウン ボックスをクリックし、最後のセクションで作成した例を選択して下さい。

注: ほとんどのユーザはステップ 2.で強調表示された appropriate オプション・ ボタンをクリック
して帯域両方、繰り返しますこのステップを 5GHz および 2.4GHz の例名前を設定 する必要があ
ります。 

ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。

ウェブ ポータル カスタマイゼーション

このセクションは新しい捕虜ポータルの「フェイス」をカスタマイズすることを可能にします。
組織のロゴおよびユーザー契約を追加し、カスタマイズ ネットワークに加入するできます。



ステップ 1： 捕虜門脈メニューからウェブ ポータル カスタマイゼーションをクリックして下さ
い。

呼び出します。 捕虜門脈 Web ロケール リストの中では、Create リストされていますドロップダ
ウン ボックスに確認して下さい。

ステップ 3. "Social_Media_Web_Locale"を 選択する ケースで Web 場所名前を、入力して下さい
。



ステップ 4.以前に作成した捕虜門脈例を選択して下さい。

ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。

例 設定 ページのように、ページは捕虜ポータルのためのカスタマイゼーションの追加 ポイント
をリフレッシュし、今含まれています。 このセクションで編集することができるオプションは多
数および多くの場合自ら明らかです。



注: 色は 16 進法形式で不慣れなら、見ます Web 色のこの技術情報を表されます。

ここのパーソナル化はプレゼンテーションの大きいロールを、下記にですカスタマイズするべき
いくつかの最良の方法オプション担います:

バックグラウンドイメージ●

ロゴ イメージ–ロゴに透過的なバックグラウンドがあれば推奨●

前景/背景色●

承認使用 ポリシー●

このページと微調整するべき多くのオプションがあります従ってこれらの設定の修正の時間をか
けて下さい。

ステップ 6 に満足させたとき SAVE ボタンを編集しましたり、クリックします。

ここにあなたからユーザがウェブ ポータル カスタマイゼーション ページかの一番下にプレビュ
ー ボタンをクリックして見るものを下検分できます。 ユーザが既定のテンプレートの Google お
よび Facebook ログオン オプションと見るものをのプレビューは下記にあります。

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors


認証されたクライアント

WLAN に接続している間ユーザが、または失敗した認証接続した場合、この画面で項目別になり
ます。 WLAN に接続されるゲストを表示するために次のステップを実行して下さい。

ステップ 1： 捕虜門脈メニューから認証されたクライアントをクリックして下さい。

ステップ 2.この画面で含まれている情報を確認して下さい。 下記のスクリーン ショットは接続
されたか、または拒否されたクライアントが含まれていません。 サード パーティ プラットフォ
ームで認証されるユーザがあればこのページの統計情報が表示されます。

結論

素晴らしいジョブ、ネットワークにゲストに摩擦がないオンランプを提供するために設定 されま
す。 また新しいユーザにブランドを示すためにそれをカスタマイズするオプションがありました



。 興奮します使用して、この機能をネットワークを構築し続けることを望みます。ハードウェア
からほとんどを抜き出すのを助けるさらにもっと冷却機能があります。
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