
ISA550W および ISA570W シリーズの捕虜門脈
設定統合セキュリティ アプライアンス 

目標
 

捕虜ポータルは彼ら自身を認証した後 Webページに無線ユーザをナビゲートする機能です
。 会社 ホームページか適当考えられる Webページに無線ユーザを指示するために捕虜ポー
タルを設定できます。
 
この資料に ISA550W および ISA570W 統合の捕虜門脈設定を行う方法をセキュリティ アプ
ライアンス説明されています。
  

適当なデバイス
 

• ISA550W 統合セキュリティ アプライアンス 
• ISA570W 統合セキュリティ アプライアンス
  

[Software Version]
 

• v1.4.14
  

捕虜門脈設定
 

ステップ 1. ISA500 シリーズ 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『Wireless』 を選択 し。 捕虜門脈ページは提示されます:
 



  
基本的な捕虜門脈設定
 



このセクションは捕虜門脈機能の基本的な設定を行うためにプロシージャを示します。
 

 
ステップ 1.捕虜門脈機能を有効に するためにイネーブル捕虜門脈フィールドの ONオプシ
ョン・ボタンをクリックして下さい。
 
呼び出します。 ドロップダウン リストの適用から、捕虜ポータルにユーザを指示する
SSID を選択して下さい。
 
注: 1 SSID だけ捕虜門脈設定で設定することができます。
 
ステップ 3 Web 認証種別 ドロップダウン リストから、認証のためのオプションを選択して
下さい。
 

• 内部—このオプションは Login ページ デフォルトに彼ら自身を認証するためにユーザが
ユーザ名 および パスワードを入力するところで無線ユーザを指示します。
 
• 内部、Accept ボタンが付いている auth 無し—このオプションは Login ページ デフォル
トにユーザが認証のためのユーザ名かパスワードを入力する必要はないが指示しましたり
代りに Accept ボタンをクリックしますところで無線ユーザを。
 
• 外部—このオプションは彼ら自身を認証するためにユーザがユーザ名 および パスワード
を入力する外部 Webサーバで Login ページ カスタムに無線ユーザを指示します。
 
• 外部、Accept ボタンが付いている auth 無し—このオプションは外部 Webサーバで
Login ページ カスタムに無線ユーザを指示します。 ユーザはユーザ名かパスワードを入力
しませんが、代りに Accept ボタンをクリックします。
 

ステップ 4 Login フィールドの後のリダイレクト URL では、Radio ボタンをクリックして
下さい。
 

• オリジナルへのリダイレクト クライアントはオリジナル URL に url —このオプション無
線ユーザを後それらログイン指示しました。
 



 
• 顧客へのリダイレクト クライアントは指定された URL に url —このオプション無線ユー
ザを後それらログイン指示しました。 このオプションに関しては、ユーザが下記の入力フ
ィールドで指示される URL を入力して下さい。
 

 
ステップ 5 Session Timeout フィールドでは、再認証が必要となる前に、分で、ユーザが接
続されてどの位いることができるか入力して下さい。 0 という値はほしい限りユーザが接
続されている場合があることを意味します。
 

 
ステップ 6 アイドル状態のタイムアウト フィールドでは、接続が切断されている前に、分
に、ユーザセッションがアイドル状態にどの位残る場合があるか入力して下さい。
 
ステップ 7. 『SAVE』 をクリック して下さい。



内部認証のための設定
 

 
ステップ 1： ロゴを、会社ロゴのような、Login ページで示し、望ましいロゴ ファイルを
見つけるため『Browse』 をクリック し。
 
ステップ 2. 『Upload』 をクリック して下さい。
 
ステップ 3 Ciscoロゴ フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• show —このオプションは Login ページの Ciscoロゴを示します。
 
• Hide —このオプションは Login ページの Ciscoロゴを示しません。
 

 
ステップ 4 見出しフィールドでは、Login ページの見出しとして現われるためにテキストを
入力して下さい。
 



 
ステップ 5 Message フィールドでは、Login ページのバナーとして現われるためにメッセ
ージを入力して下さい。
 
ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

外部認証のための設定
 

 
ステップ 1： 認証 Web Server フィールドでは、外部 Webサーバの Login ページのための
URL を入力して下さい。
 

 
呼び出します。 認証 Web Key フィールドでは、外部 Webサーバの Login ページによって
使用されるユーザ名 および パスワードを暗号化するのに使用されるキーを入力して下さい
。 それは外部認証サーバで設定されるキーによって一致するなりません。
 
ステップ 3. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

高度捕虜門脈設定
 

注:  HTTPS トラフィックをモニタするために、デバイスは HTTPS プロキシを使用し、
ICAP プロトコルによってネットワークをルーティングします: データコミュニケーション
を代行受信し、データを復号化し、ポリシーに対してデータを検証し、SSL 証明書とのキ
ーを再び暗号化して下さい。
 
このプロシージャは更に捕虜門脈機能の設定を行う方法を示します。
 



 
監視された HTTP ポート表のステップ 1. （オプションの）は、監視された HTTP ポートを
追加するために『Add』 をクリック します。 監視された HTTP ポートのトラフィックは捕
虜ポータルに送信されます。 ポート構成- Add/Edit ウィンドウは現われます:
 
タイムセーバ: 監視された HTTP ポートを追加したいと思わない場合ステップ 4.にスキップ
して下さい。
 

 
呼び出します。 Port フィールドでは、監視するためにポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 3. 『OK』 をクリック して下さい。 捕虜門脈ページに戻ります。
 

 
開いたドメイン表のステップ 4. （オプションの）は、開いたドメインを追加するために『
Add』 をクリック します。 無線ユーザは認証なしで開いたドメインにアクセスできます。 
ドメイン 設定- Add/Edit ウィンドウは現われます:
 
タイムセーバ: 開いたドメインを追加したいと思わない場合ステップ 7.にスキップして下さ
い。



 
ステップ 5 Domain フィールドでは、開いたドメインの IP アドレスか URL を入力して下さ
い。
 
ステップ 6. 『OK』 をクリック して下さい。 捕虜門脈ページに戻ります。
 
ステップ 7. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

編集して下さい/削除詳細設定
 

 
ステップ 1： 監視された HTTP ポート表で、HTTP ポートを編集するために（鉛筆アイコ
ン） 『Edit』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 2.新しいポート番号を Port フィールドで入力し、『OK』 をクリック して下さい
。
 



 
ステップ 3 ドメインを削除するために、『Delete』 をクリック して下さい（クロス アイコ
ン）。
 
ステップ 4 変更を保存するために、『SAVE』 をクリック して下さい。
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