ワイヤレス ネットワークの作成
• WLAN, 1 ページ
• 従業員 WLAN の作成 , 2 ページ
• ゲスト WLAN の作成, 4 ページ
• Web 認証の内部スプラッシュ ページ, 7 ページ
• WLAN ユーザの管理, 8 ページ
• WLAN 上のローカル MAC フィルタリング用 MAC の追加, 9 ページ

WLAN
Cisco Mobility Express ソリューションは最大 16 個の WLAN をサポートします。各 WLAN には、
一意の WLAN ID（1 ～ 16）、一意のプロファイル名、SSID が割り当てられます。また、異なる
セキュリティ ポリシーを割り当てることもできます。
アクセス ポイントは、すべてのアクティブな WLAN SSID をブロードキャストし、WLAN ごとに
定義するポリシーを適用します。
異なる SSID または同じ SSID で WLAN を設定できます。SSID は、コントローラがアクセスする
必要がある特定の無線ネットワークを識別します。同じ SSID で WLAN を作成すると、同じ無線
LAN 内で異なるレイヤ 2 セキュリティ ポリシーを割り当てることができます。同じ SSID を持つ
WLAN を区別するには、各 WLAN に対して一意のプロファイル名を作成する必要があります。
同じ SSID を持つ WLAN は、ビーコン応答とプローブ応答でアドバタイズされる情報に基づいて
クライアントが WLAN を選択できるように、一意のレイヤ 2 セキュリティ ポリシーを使用して
いる必要があります。
いくつかの WLAN セキュリティ オプションは、Cisco Mobility Express ソリューションでサポート
されます。主なオプションは次のとおりです。
1 Open
2 WPA2 パーソナル
3 WPA2 エンタープライズ（外部 RADIUS、AP）
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ゲスト WLAN については、多くの機能がサポートされます。
1 CMX ゲスト接続
2 WPA2 パーソナル
3 キャプティブ ポータル（AP）
4 キャプティブ ポータル（外部 Web サーバ）

従業員 WLAN の作成
WPA2 パーソナルを使用した従業員 WLAN の作成
手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [WLANs] に移動してから、[Add new WLAN] ボタンをクリックします。[Add
new WLAN] ウィンドウがポップアップ表示されます。

ステップ 2

[Add new WLAN] ウィンドウの [General] ページで、以下を設定します。
a) プロファイル名を入力します。
b) SSID を入力します。

ステップ 3

[WLAN Security] をクリックし、以下を設定します。
a) [Security] で WPA2 パーソナルを選択します。
b) パスフレーズを入力し、パスフレーズ を確認します。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

WPA2 エンタープライズおよび外部 RADIUS サーバを使用した従業員
WLAN の作成
手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [WLANs] に移動して、[Add new WLAN] ボタンをクリックします。[Add new
WLAN] ウィンドウがポップアップ表示されます。

ステップ 2

[Add new WLAN] ウィンドウの [General] ページで、以下を設定します。
a) プロファイル名を入力します。
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b) SSID を入力します。
ステップ 3

[WLAN Security] をクリックし、以下を設定します。
a) [Security Type] で WPA2 エンタープライズを選択します。
b) [Authentication Server] で外部 RADIUS を選択します。

ステップ 4

RADIUS サーバを追加し、以下を設定します。
• RADIUS IP を入力します
• RADIUS ポートを入力します
• Shared Secret を入力します
• [Tick] アイコンをクリックします

ステップ 5

[Apply] をクリックします。

WPA2 エンタープライズおよび認証サーバとして AP を使用した従業員
WLAN の作成
手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [WLANs] に移動して、[Add new WLAN] ボタンをクリックします。[Add new
WLAN] ウィンドウがポップアップ表示されます。

ステップ 2

[Add new WLAN] ウィンドウの [General] ページで、以下を設定します。
a) プロファイル名を入力します。
b) SSID を入力します。

ステップ 3

[WLAN Security] をクリックし、以下を設定します。
a) [Security] で WPA2 エンタープライズを選択します。
b) [Authentication Server] で AP を選択します。
（注）

ステップ 4

AP は、コントローラ機能を実行しているマスター AP です。この使用例では、コン
トローラは認証サーバであるため、ローカル WLAN ユーザ アカウントは、クライア
ントの接続するコントローラに存在する必要があります。

[Apply] をクリックします。
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ゲスト WLAN の作成
Cisco Mobility Express コントローラは、ゲスト ユーザ専用の WLAN でゲスト ユーザ アクセスを
提供できます。この WLAN をゲスト ユーザ アクセス専用に設定するために、[WLAN Security] タ
ブの下の [Guest Network] を有効にします。

CMX Connect のキャプティブ ポータルを使用したゲスト WLAN の作成
手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [WLANs] に移動して、[Add new WLAN] ボタンをクリックします。[Add new
WLAN] ウィンドウがポップアップ表示されます。

ステップ 2

[Add new WLAN] ウィンドウの [General] タブで、以下を設定します。
• プロファイル名を入力します。
• SSID を入力します。

ステップ 3

[WLAN Security] タブの下の [Guest Network] を有効にします。

ステップ 4

[Captive Portal] で CMX Connect を選択します。

ステップ 5

キャプティブ ポータルの URL を入力します。
（注）
キャプティブ ポータルの URL は、https://yya7lc.cmxcisco.com/visitor/login 形式にする必
要があります。yya7lc はアカウント ID です。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。
（注）
追加の手順は、キャプティブ ポータル、アクセス ポイントがあるサイトおよびサイト
に関連付けられているキャプティブ ポータルを作成するために CMX クラウド側で必要
です。

内部スプラッシュ ページを使用したゲスト WLAN の作成
ゲスト WLAN に接続しているクライアントのオンボードに使用できる Mobility Express コントロー
ラに構築された内部スプラッシュページがあります。この内部スプラッシュページでは、カスタ
マイズされたバンドルをアップロードして、カスタマイズすることもできます。カスタマイズさ
れた内部スプラッシュ ページをアップロードするには、[Wireless Settings] > [Guest WLANs] に移
動します。[Page Type] でカスタマイズ済みを選択し、[Upload] ボタンをクリックして、カスタマ
イズされたページのバンドルをアップロードします。
内部スプラッシュ ページでは、Cisco Mobility Express はアクセス タイプの複数のオプションをサ
ポートします。使用できるアクセス タイプは次のとおりです。
1 ローカル ユーザ アカウント
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2 Web 許諾
3 電子メール アドレス
4 RADIUS
5 WPA2 パーソナル

手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [WLANs] に移動して、[Add new WLAN] ボタンをクリックします。[Add new
WLAN] ウィンドウがポップアップ表示されます。

ステップ 2

[Add new WLAN] ウィンドウの [General] タブで、以下を設定します。
• プロファイル名を入力します。
• SSID を入力します。

ステップ 3

[WLAN Security] タブの下の [Guest Network] を有効にします。

ステップ 4

[Captive Portal] で内部スプラッシュ ページを選択します。

ステップ 5

必要に応じて、次のアクセス タイプのうちの 1 つを選択します。
1 ローカル ユーザ アカウント：スプラッシュ ページは、ネットワーク アクセスを許可する前
に、コントローラによって認証する必要があるユーザ名とパスワードを入力するためにユーザ
を表示します。ローカル WLAN ユーザは、ゲスト クライアントが接続するコントローラで作
成する必要があります。
2 Web 許諾：スプラッシュ ページは、ネットワーク アクセスが許可される前に認証するための
ユーザを表示します。
3 電子メール アドレス：スプラッシュ ページは、ネットワーク アクセスが許可される前に電子
メール アドレスを入力するためのユーザを表示します。
4 RADIUS：スプラッシュ ページは、ネットワーク アクセスが許可される前に RADIUS サーバ
で認証する必要があるユーザ名とパスワードを入力するためのユーザを表示します。[Access
Type] で RADIUS を選択し、RADIUS サーバの設定を入力します。
5 WPA2 パーソナル：これは、L2 + L3 の例（Web 許諾）です。レイヤ 2 PSK セキュリティ認証
が最初に行われ、次に、ネットワーク アクセスが許可される前にスプラッシュ ページが認証
するためのユーザを表示します。[Access Type] で WPA2 パーソナルを選択し、パスフレーズ
を入力します。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。
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外部スプラッシュ ページを使用したゲスト WLAN の作成
外部スプラッシュ ページは、外部 Web サーバに存在します。内部スプラッシュ ページと同様に、
Cisco Mobility Express は、外部スプラッシュ ページを使用してアクセス タイプの複数のオプショ
ンをサポートします。使用できるアクセス タイプは次のとおりです。
1 ローカル ユーザ アカウント
2 Web 許諾
3 電子メール アドレス
4 RADIUS
5 WPA2 パーソナル

手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [WLANs] に移動して、[Add new WLAN] ボタンをクリックします。[Add new
WLAN] ウィンドウがポップアップ表示されます。

ステップ 2

[Add new WLAN] ウィンドウの [General] タブで、以下を設定します。
• プロファイル名を入力します。
• SSID を入力します。

ステップ 3

[WLAN Security] タブの下の [Guest Network] を有効にします。

ステップ 4

[Captive Portal] で外部スプラッシュ ページを選択します。

ステップ 5

必要に応じて、次のアクセス タイプのうちの 1 つを選択します。
1 ローカル ユーザ アカウント：スプラッシュ ページは、ネットワーク アクセスを許可する前
に、コントローラによって認証する必要があるユーザ名とパスワードを入力するためにユーザ
を表示します。ローカル WLAN ユーザは、ゲスト クライアントが接続するコントローラで作
成する必要があります。
2 Web 許諾：スプラッシュ ページは、ネットワーク アクセスが許可される前に認証するための
ユーザを表示します。
3 電子メール アドレス：スプラッシュ ページは、ネットワーク アクセスが許可される前に電子
メール アドレスを入力するためのユーザを表示します。
4 RADIUS：スプラッシュ ページは、ネットワーク アクセスが許可される前に RADIUS サーバ
で認証する必要があるユーザ名とパスワードを入力するためのユーザを表示します。[Access
Type] で RADIUS を選択し、RADIUS サーバの設定を入力します。
5 WPA2 パーソナル：これは、L2 + L3 の例（Web 許諾）です。レイヤ 2 PSK セキュリティ認証
が最初に行われ、次に、ネットワーク アクセスが許可される前にスプラッシュ ページが認証
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するためのユーザを表示します。[Access Type] で WPA2 パーソナルを選択し、パスフレーズ
を入力します。
ステップ 6

[Apply] をクリックします。

Web 認証の内部スプラッシュ ページ
Cisco Mobility Express は、デフォルトの内部ゲスト ポータルをサポートします。カスタマイズさ
れたページもサポートします。これは、ユーザがインポートできます。

デフォルトの内部ゲスト ポータルの使用
デフォルトのゲスト ポータル ページを使用したり、カスタマイズされたゲスト ポータル ページ
をインポートするには、以下の手順に従います。

手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [Guest WLANs] に移動します。

ステップ 2

ゲスト WLAN ページで以下を設定します。
• Page Type：内部として選択します（デフォルト）。
• Preview：[Preview] ボタンをクリックして、ページをプレビューできます。
• Display Cisco Logo：デフォルト ページの右上隅に表示されるシスコ ロゴを非表示にするに
は、[No] を選択します。このフィールドは、デフォルトで [Yes] に設定されています。
• Redirect URL After Login：ログイン後にゲスト ユーザを特定の URL（企業 URL など）にリ
ダイレクトするには、このテキスト ボックスに必要な URL を入力します。最大 254 文字を
入力することができます。
• Page Headline：ログイン ページに独自のヘッドラインを表示するには、このテキスト ボッ
クスに必要なテキストを入力します。最大 127 文字を入力することができます。デフォルト
のヘッドラインは、「Welcome to the Cisco Wireless Network」です。
• Page Message：ログイン ページで独自のメッセージを表示するには、このテキスト ボックス
に必要なテキストを入力します。最大 2047 文字を入力することができます。デフォルトの
メッセージは、「Cisco is pleased to provide the Wireless LAN infrastructure for your network.Please
login and put your air space to work.」です。

ステップ 3

[Apply] をクリックします。
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カスタマイズされた内部ゲスト ポールの使用
カスタマイズされたゲスト ポータルをゲスト ユーザに表示する必要がある場合、サンプル ペー
ジは、編集した後 Cisco Mobility Express コントローラにインポートできる Cisco.com からダウン
ロードできます。ページを編集し、Cisco Mobility Express コントローラへのアップロードの準備が
できた後、次の手順に従います。

手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [Guest WLANs] に移動します。

ステップ 2

ゲスト WLAN ページで以下を設定します。
• Page Type：カスタマイズ済みとして選択します。
• Customized page Bundle：[Upload] ボタンをクリックして、カスタマイズされたページのバン
ドルを Mobility Express コントローラにアップロードします。
• Preview：[Preview] ボタンをクリックして、ゲスト ポータルをプレビューできます。
• Redirect URL After Login：ログイン後にゲスト ユーザを特定の URL（企業 URL など）にリ
ダイレクトするには、このテキスト ボックスに必要な URL を入力します。最大 254 文字を
入力することができます。

ステップ 3

[Apply] をクリックします。

WLAN ユーザの管理
Cisco Mobility Express はローカル ユーザ アカウントの作成をサポートします。このユーザは、AP
に設定される認証サーバとセキュリティとして WPA2 エンタープライズを使用するように設定さ
れている WLAN、またはローカル ユーザ アカウントとしてのアクセス タイプと内部または外部
スプラッシュ ページを使用するように設定されているゲスト WLAN のために認証することがで
きます。
ローカル ユーザ アカウントを作成するには、以下の手順に従います。

手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [WLAN Users] に移動して、[Add WLAN User] ボタンをクリックします。

ステップ 2

WLAN ユーザとして以下を設定します。
• User Name：ユーザ名を入力します。
• Guest User：ゲスト ユーザの場合、[Guest User] チェックボックスを有効にします。
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• Lifetime：ゲスト ユーザの場合、ユーザ アカウントの有効性を定義します。デフォルトは、
作成時から 86400 秒（または 24 時間）です。
• WLAN Profile：ユーザが接続する WLAN を選択します。
• Password：ユーザ アカウントのパスワードを入力します。
• Description：ユーザ アカウントに関する詳細またはコメント。
• [tick] アイコンをクリックします。

WLAN 上のローカル MAC フィルタリング用 MAC の追加
Cisco Mobility Express は、コントローラの WLAN 上、および外部 RADIUS を使用して、MAC フィ
ルタリングをサポートします。コントローラに MAC アドレスを追加して、ホワイトリストまた
はブラックリストのいずれかに記載できます。コントローラへ MAC アドレスを追加するには、
以下の手順に従います。

手順
ステップ 1

[Wireless Settings] > [WLAN Users] に移動して、[Local MAC Addresses] をクリックします。

ステップ 2

[Add MAC Address] をクリックします。

ステップ 3

[Add MAC Address] ウィンドウで、以下を設定します。
• MAC Address：デバイスの MAC アドレスを入力します
• Description：説明を入力します
• Type：この MAC がホワイトリストまたはブラックリストになるかどうかを選択します
• Profile Name：ユーザが接続する WLAN を選択します

ステップ 4

[Apply] をクリックします。
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