
WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの
セキュア ソケット レイヤ（SSL） 証明書の
HTTP/HTTPS サービス設定および管理 

目標
 

アクセス ポイントは HTTP および HTTP 両方セキュア（HTTPS）接続を通して
HTTP/HTTPS サーバが設定されるとき管理することができます。 セキュア Hyper Text
Transfer Protocol は（HTTPS） HTTP よりセキュア Transfer Protocol です。 いくつかの
Webブラウザは他が HTTPS を使用する間、HTTP を使用します。 アクセス ポイントは
HTTPS サービスを利用する有効な SSL 証明書を備えなければなりません。 SSL 証明書は
認証局によって Webブラウザが Webサーバのセキュア暗号化された通信があるようにする
デジタルで 署名入り認証行います。
 
この技術情報は WAP121 および WAP321 アクセス ポイントの HTTP/HTTPS サービスを設
定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• WAP121 
• WAP321
  

[Software Version]
 

• 1.0.3.4
  

HTTP/HTTPS サービス
 

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 > HTTP/HTTPS
サービス『管理』 を選択 し。 HTTP/HTTPS サービス ページは開きます:
 



 
ステップ 2.最大セッション フィールドで同時に使用されるにあるために HTTP および
HTTPS セッションが含まれている Web セッションの最大数を入力して下さい。 セッショ
ンはユーザがデバイスにログオンするたびに作成されます。 最大セッションが達すれば
HTTP または HTTPS サービスのデバイスにログオンするように試みる次のユーザは拒否さ
れます。
 
ステップ 3.アクティブでないユーザーが Session Timeout フィールドで AP Webインターフ
ェイスにログオンされてあること分に時間の最大量に入って下さい。
 



 
ステップ 4 HTTP によって Web アクセスをイネーブルにするために HTTPサーバ フィール
ドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 
注: HTTPサーバが無効に なる場合、HTTP を使用するどの現在の接続でも切断されていま
す。
 
ステップ 5. HTTP 接続のために使用するために HTTPポート フィールドでポート番号を入
力して下さい。 ポート番号は 1025 から 65535 まで及びます。
 
HTTPS ポートに HTTPポートの管理 HTTP アクセスの実行をリダイレクトするステップ 6.
（オプションの）は Redirect HTTP to HTTPS チェックボックスをチェックします。 この
フィールドは HTTP アクセスが無効に なるときだけ利用できます。
 
ステップ 7 HTTPS によって Web アクセスをイネーブルにするために HTTPS サーバの 
Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 
注: HTTPS サーバが無効に なる場合、HTTPS を使用するどの現在の接続でも切断されてい
ます。
 
ステップ 8. HTTPS 接続のために使用するために HTTPS Port フィールドでポート番号を入
力して下さい。 ポート番号は 1025 から 65535 まで及びます。
 
ステップ 9.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

SSL 証明書の生成
 

セキュア Webサーバのための新しい HTTP SSL 証明書の生成は AP が IP アドレスを得た後
する必要があります。 これは証明書のための Common Name が AP の IP アドレスと一致
するようにします。 新しい SSL 証明書の生成はセキュア Webサーバを再起動します。 信
頼できる接続は新しい証明書がブラウザで受け入れられるまではたらきません。 SSL 証明
書を生成するために下記に与えられるステップに従って下さい。
 



 
ステップ 1.新しい SSL 証明書を生成するために『Generate』 をクリック して下さい。 警
告メッセージが現れます。
 

 
ステップ 2. SSL 証明書の生成に続くために『OK』 をクリック して下さい。
 



 
SSL 証明書ファイル ステータス エリアは次の情報を表示する:
 

• 現在証明書ファイル— HTTP SSL 証明書ファイルがあるかどうか示します。 デフォルト
は no です。
 
• 認証満了は date — HTTP SSL 証明書の有効期限を表示する。
 
• 証明書 発行元 Common Name —証明書 発行元の Common Name を表示する。
  

SSL 証明書をダウンロードして下さい
 

 
ステップ 1.ダウンロード SSL 証明書（デバイスから PC への）エリアのダウンロード方式
Radio ボタンからの適切な SSL 証明書ファイルをクリックして下さい。



• HTTP/HTTPS — SSL 証明書が Webサーバからダウンロードされるべきならこの Radio
ボタンをクリックして下さい。
 
• SSL 証明書が TFTPサーバからダウンロードされるべきなら tftp —この Radio ボタンを
クリックして下さい。 
 

注: HTTP/HTTPS が前の手順でクリックされる場合ステップ 4 にスキップして下さい。
 

 
呼び出します。 TFTP がステップ 2 でクリックされる場合、ネーム フィールドでファイル
名を入力して下さい。
 
ステップ 3. TFTPサーバ IPv4 Address フィールドで TFTPサーバアドレスを入力して下さ
い。
 
ステップ 4.証明書ファイルをダウンロードするために『Download』 をクリック して下さ
い。
  

SSL 証明書をアップ ロードして下さい
 

SSL 証明書をアップ ロードするために下記に与えられるステップに従って下さい。
 

 
ステップ 1.アップ ロード SSL 証明書（PC からデバイスへの）エリアの適切なアップ ロー
ド方式 Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• HTTP/HTTPS — SSL 証明書が Webサーバとアップ ロードされるべきならこの Radio ボ
タンをクリックして下さい。
 
• SSL 証明書が TFTPサーバとアップ ロードされるべきなら tftp —この Radio ボタンをク
リックして下さい。



注: TFTP が前の手順でクリックされる場合ステップ 4 にスキップして下さい。
 
呼び出します。 HTTP/HTTPS がクリックされる場合、『File』 を選択 しますまたはファイ
ルのために参照するためにブラウザに基づいて Browse クリックして下さい。
 

 
 
ステップ 3.ファイルをアップロードするために『Upload』 をクリック して下さい選択され
る。 これらのステップが TFTP にだけ適用されるように最後のステップをスキップして下
さい。
 

 
ステップ 4 TFTP がステップ 2 でクリックされる場合、ネーム フィールドでファイル名を
入力して下さい。
 
ステップ 5. TFTPサーバ IPv4 Address フィールドで TFTPサーバアドレスを入力して下さ
い。
 
ステップ 6.証明書ファイルをアップ ロードするために『Upload』 をクリック して下さい
。
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