
WAP561 の Setup ウィザードの設定 
目標
 

Setup ウィザードは WAP561 の初期設定によってガイドする一組の対話型指示です。 これ
らの手順は WAP561 を操作するのに必要とされる基本設定をカバーします。 アクセス ポイ
ント Setup ウィザード ウィンドウは自動的にまた WAP へのログインいずれかの時点で使
用することができる時最初に現われます。 この記事は Setup ウィザードの使用によって
WAP561 を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• WAP561
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.2
  

設定 Setup ウィザード
 

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 Setup ウィザード
を『Run』 を選択 し。 アクセス ポイント Setup ウィザード ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 2.の隣で続きますクリックして下さい。 設定 デバイス- IP address ページ開きま
す:
 



 
 
ステップ 3. WAP の IP アドレスを判別するのに使用したいと思う方式に対応する Radio ボ
タンをクリックして下さい。 
 

• ダイナミック IP アドレス（DHCP） （推奨） — WAP の IP アドレスは DCHP サーバに
よって割り当てられます。 ダイナミック IP アドレスを選択する場合、ステップ 9.にスキ
ップして下さい。
 
• 静的IP アドレス— WAP のための固定（静的な） IP アドレスを作成することを許可しま
す。 静的IP アドレスは変更しません。
 

ステップ 4 静的IP アドレス フィールドでは、WAP の IP アドレスを入力して下さい。 この
IP アドレスはあなたによって作成され、別のデバイスによってネットワークで使用するべ
きではありません。
 
ステップ 5 サブネットマスク フィールドでは、IP アドレスのサブネットマスクを入力して
下さい。
 
ステップ 6 Default Gateway フィールドでは、WAP のためのデフォルト ゲートウェイの IP
アドレスを入力して下さい。 デフォルト ゲートウェイは通常ルータに割り当てられる私用
IP アドレスです。
 
DNS フィールドのステップ 7. （オプションの）は、プライマリ ドメイン ネーム システム
（DNS）の IP アドレスを入力します。 ネットワークの外の Webページにアクセスしたい
と思う場合 DNS サーバの IP アドレスはインターネット サービス プロバイダ（ISP）によ
って与える必要があります。
 
セカンダリ DNS フィールドのステップ 8. （オプションの）は、セカンダリ DNS の IP ア
ドレスを入力します。
 
ステップ 9.の隣で続きますクリックして下さい。 一点設定-クラスタ ページを開きます設定
して下さい:
 



 
ステップ 10.使用するために望むクラスタ設定と対応する Radio ボタンをクリックして下さ
い。 クラスタは単一のデバイスで複数のアクセス ポイント（AP）を設定することを可能に
します。 クラスタを使用しないために選択する場合それらを個別に設定しなければなりま
せん。
 

• 新しいの cluster —作成します AP のための新しいクラスタを作成して下さい。
 
• cluster — 存在に加入しますネットワークの既存の AP クラスタに加入して下さい。
 
• 一点 setup —一点設定（クラスタ）を割り当てられません有効に しない で下さい。 この
オプションを選択した場合ステップ 13 にスキップして下さい。
 

ステップ 11： クラスタ名 フィールドでは、既存のクラスタ名を入力するか、またはステッ
プ 10.のデシジョンに基づいて新しいクラスタ名を作成して下さい。
 
ステップ 12： AP Location フィールドでは、WAP の物理的な場所を入力して下さい。
 
注: 加入を既存のクラスタ Radio ボタン クリックした場合、WAP はクラスタに設定の残り
を基づいていました行います。 『Next』 をクリック する場合、確認ページは確実であるか
どうか尋ねますクラスタに加入したいと思います。 クラスタに加入するために『SUBMIT』
をクリック して下さい。 設定が完了する後、Setup ウィザードを終了するために『
Finish』 をクリック して下さい。
 
ステップ 13： [Next] をクリックして次に進みます。 設定 デバイス- Set system 日時 ペー
ジは開きます:
 



 
ステップ 14： 時間帯 ドロップダウン リストから時間帯を選択して下さい。
 
ステップ 15： WAP の時を設定 するのに使用したい方式と対応する Radio ボタンをクリッ
クして下さい。
 

• ネットワーク タイム プロトコル（NTP） — WAP は NTP サーバから時間を取得してい
ます。
 
• 手動で—時間は WAP に手動で入られます。 手動で選択した場合、ステップ 17 にスキッ
プして下さい。
 

ステップ 16： NTP Server フィールドでは、日時を提供する NTP サーバのドメイン名を入
力して下さい。 ステップ 19 にスキップして下さい。
 



 
 
ステップ 17： システムの日付ドロップダウン リストから、それぞれ月、日および年を選択
して下さい。
 
ステップ 18： システムの時刻ドロップダウン リストから、それぞれ時間および分を選択し
て下さい。
 
ステップ 19： [Next] をクリックして次に進みます。 イネーブル セキュリティ- Set
Password ページ開きます:
 

 
ステップ 20： 新しい Password フィールドでは、WAP の管理アクセスに必要となる新し
いパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 21： 確認 Password フィールドでは、同じパスワードをもう一度入力して下さい



。
 
注: パスワードを入力するのでパスワード強度を示すために、次の通り縦線の数およびカラ
ーは変更されます:
 

• 赤パスワードは最小複雑な状況必要条件を満たしません。
 
• オレンジ—パスワードは最小複雑な状況必要条件を満たしますが、パスワード強度は弱
いです。
 
• グリーン—パスワードは強いです。
 

ステップ 22： （オプションの）イネーブルパスワード複雑な状況に、Enable チェックボッ
クスをチェックして下さい。 これはパスワードが長く少なくとも 8 文字より低く、大文字
および数/シンボルで構成されてであることを必要とし。
 
ステップ 23： [Next] をクリックして次に進みます。  設定無線 1 - Wireless Network ページ
を開きます挙げて下さい。 WAP561 は 2 つの無線が含まれています。 各無線は依存しない
WAP として機能し、16 のバーチャルアクセス アクセス・ポイントが含まれている場合が
あります。 初期構成で各無線のための 1 つのアクセス ポイントだけを作成します。
 

 
ステップ 24： ネットワーク名（SSID）フィールドでは、無線ネットワークのサービス セ
ット 識別（SSID）を入力して下さい。 SSID は Wireless Local Area Network の名前です。
 
ステップ 25： [Next] をクリックして次に進みます。 設定無線 1 - Wireless Network ページ
を開きます保護して下さい。
 



 
ステップ 26： 無線ネットワークに適用することを望むネットワーク セキュリティで対応す
る Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 最もよいセキュリティ（個人的な WPA2 - AES） — WPA2 は AES-CCMP 暗号化を含む
Wi-Fi ワイヤレスネットワーキングのための WPA セキュリティおよびアクセスコントロー
ル テクノロジーの第 2 バージョンです。 このプロトコル バージョンは IEEE 802.11i 規格
ごとの最もよいセキュリティを提供します。 ネットワークのすべてのクライアント ステ
ーションは WPA2 をサポートできる必要があります。 制限を知っていた WPA2 はプロト
コル TKIP の使用を可能にしません（Temporal Key Integrity Protocol（TKIP））。
 
• よりよいセキュリティ（個人的な WPA - TKIP/AES） —個人的な WPA は AES-CCMP
および TKIP 暗号化を含む Wi-Fi 同盟 IEEE 802.11i 規格です。 それはオリジナル WPA を
サポートするが、あったりより新しい WPA2 をサポートしないより古いワイヤレス デバ
イスがときセキュリティを提供します。
 
• security — 無線ネットワークはパスワードを必要としないし、だれでもによってアクセ
スすることができます。 セキュリティを『No』 を選択 した場合、ステップ 29 にスキッ
プして下さい。
 

ステップ 27： Security 鍵 フィールドでは、ネットワークのためのパスワードを入力して下
さい。
 
ステップ 28： （オプションの）入力するようにパスワードが表示されるために、クリアテ
キスト チェックボックスとして提示キーをチェックして下さい。
 
ステップ 29： [Next] をクリックして次に進みます。 設定無線 1 - Wireless Network ページ
に VLAN ID を開きます割り当てて下さい。
 



 
ステップ 30： VLAN ID フィールドでは、WAP のようにに属すること VLAN の ID ナンバ
ーを入力して下さい。
 
注: VLAN ID は WAP に接続されるリモートデバイスのポートでサポートされる VLAN ID の
1 つを一致する必要があります。
 
ステップ 31： [Next] をクリックして次に進みます。  設定無線 2 - Wireless Network ページ
を開きます挙げて下さい:
 

 
ステップ 32： ネットワーク名（SSID）フィールドでは、無線ネットワークのサービス セ
ット 識別（SSID）を入力して下さい。
 
ステップ 33： [Next] をクリックして次に進みます。 設定無線 2 - Wireless Network ページ



を開きます保護して下さい。
 

 
ステップ 34： 無線ネットワークに適用することを望むネットワーク セキュリティで対応す
る Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 最もよいセキュリティ（個人的な WPA2 - AES） —ワイヤレス デバイスがこのオプショ
ンをサポートする場合最もよいセキュリティを提供し、推奨されます。
 
• WPA2 をサポートしないより古いワイヤレス デバイスがあるときよりよく security — セ
キュリティを提供します。
 
• security — 無線ネットワークはパスワードを必要としないし、だれでもによってアクセ
スすることができます。 セキュリティを『No』 を選択 した場合、ステップ 37 にスキッ
プして下さい。
 

ステップ 35： Security 鍵 フィールドでは、ネットワークのためのパスワードを入力して下
さい。
 
ステップ 36： （オプションの）入力するように入力するようにパスワードが表示されるた
めに、パスワードを提示キーをと同時にクリアテキスト チェックボックス チェックして下
さい。
 
ステップ 37。 [Next] をクリックして次に進みます。 設定無線 2 - Wireless Network ページ
に VLAN ID を開きます割り当てて下さい。
 



 
ステップ 38。 VLAN ID フィールドでは、WAP のようにに属すること VLAN の ID ナンバ
ーを入力して下さい。
 
注: VLAN ID は WAP に接続されるリモートデバイスのポートでサポートされる VLAN ID の
1 つを一致する必要があります。
 
ステップ 39。 [Next] をクリックして次に進みます。 有効捕虜ポータル-ゲストを作成して
下さいネットワーク ページが開く:
 

 
ステップ 40。 ゲスト ネットワークを作成することを望んだ場合 Yesオプション・ボタンを
クリックして下さい。  ゲスト ネットワークはインターネットを利用できる前にユーザが認
証されるように要求します。 ゲスト ネットワークが必要となりません。 さもなければゲス
ト ネットワークを作成し、ステップ 54 にスキップしたいと思わない場合、Noオプション



・ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 41。 [Next] をクリックして次に進みます。 有効捕虜ポータル-ゲストを名前を挙
げて下さいネットワーク ページが開く:
 

 
ステップ 42。 ゲスト ネットワークを置くことを望む無線と対応する Radio ボタンをクリ
ックして下さい。
 
ステップ 43。 ゲスト ネットワーク Name フィールドでは、ゲスト ネットワークの SSID
を入力して下さい。
 
ステップ 44。 [Next] をクリックして次に進みます。 有効捕虜ポータル-ゲストを保護して
下さいネットワーク ページが開く:
 



 
ステップ 45。 ゲスト ネットワークに適用することを望むネットワーク セキュリティで対
応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 最もよいセキュリティ（個人的な WPA2 - AES） —ワイヤレス デバイスがこのオプショ
ンをサポートする場合最もよいセキュリティを提供し、推奨されます。
 
• WPA2 をサポートしないより古いワイヤレス デバイスがあるときよりよく security — セ
キュリティを提供します
 
• security — 無線ネットワークはパスワードを必要としないし、だれでもによってアクセ
スすることができます。 セキュリティを『No』 を選択 した場合、ステップ 48 にスキッ
プして下さい。
 

ステップ 46。 Security 鍵 フィールドでは、ゲスト ネットワークのためのパスワードを入
力して下さい。
 
ステップ 47。 （オプションの）入力するようにパスワードが表示されるために、クリアテ
キスト チェックボックスとして提示キーをチェックして下さい。
 
ステップ 48。 [Next] をクリックして次に進みます。 有効捕虜ポータル- VLAN ID ページを
開きます割り当てて下さい:
 



 
ステップ 49。 VLAN ID フィールドでは、ゲスト ネットワークのようにに属すること VLAN
の ID ナンバーを入力して下さい。
 
注: VLAN ID は WAP に接続されるリモートデバイスのポートでサポートされる VLAN ID の
1 つを一致する必要があります。
 
ステップ 50。 [Next] をクリックして次に進みます。 有効捕虜ポータル-有効リダイレクト
URL ページは開きます:
 

 
ステップ 51。 （オプションの）ゲスト ネットワークにログオンした後 Web ページに無線
ユーザをリダイレクトするために、有効リダイレクト URL チェックボックスをチェックし
て下さい。 Enable チェックボックスをチェックしない場合、ステップ 54 にスキップして
下さい。



ステップ 52。 リダイレクト URL フィールドでは、ゲスト ネットワークにログオンした後
ユーザをにリダイレクトすることを望む Web ページを入力して下さい。
 
ステップ 53。 [Next] をクリックして処理を続けます。 要約- Settings ページを開きます確
認して下さい:
 

 
ステップ 54。 設定を編集することを望んだ場合（オプションの）作りましたり、『Back』
をクリック します。
 
ステップ 55。 Setup ウィザードを終了し、行なったすべての変更を取消すことを望んだ場
合（オプションの）、『Cancel』 をクリック して下さい。
 
ステップ 56。 ネットワークおよびゲスト ネットワーク設定を検討して下さい。 WAP の設
定を有効に するために『SUBMIT』 をクリック して下さい。 ロード・バーは WAP が設定
を有効に するように現われます。 WAP が終了するとき、Finish ページは開きます:
 
注: 確認で Settings ページを『SUBMIT』 をクリック する場合だけステップ 56 は適当です
。
 



 
ステップ 57。 Setup ウィザードを終了するために『Finish』 をクリック して下さい。
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