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WAP125 か WAP581 アクセス ポイントの
HTTP/HTTPS サービス タスクを設定して下さい 

目標
 

Hypertext Transfer Protocol（HTTP）セキュア（HTTPS） Transfer Protocol はです HTTP
よりセキュアの。 アクセス ポイントは HTTP および HTTPS 両方接続を通して
HTTP/HTTPS サーバが設定されるとき管理することができます。 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セキュア ソケット レイヤ（SSL） 証明書を備えなければなりません。
 
なぜ HTTP/HTTPS サービス タスクを設定する必要がありますか。
 
この機能は Webベース ユーティリティのアクセスから不正なホストを守って役立ちます。
管理 アクセス制御リストを使用する、それは Webベース ユーティリティにアクセスできる
ために 10 まで IP アドレス、5 および IPv6 のための IPv4 のための 5 を規定 することを可
能にします。
 
この資料の目標はあなた示すによってネットワークを強化する方法を WAP125 の
HTTP/HTTPS サービス タスクを設定する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

サポート情報を収集して下さい
 

ステップ 1. WAP の Webベース ユーティリティへのログイン。 デフォルトのユーザ名およ
びパスワードは cisco/cisco です。
 



 
注: 既にパスワードを変更するか、または新しいアカウントを作成している場合、新しい資
格情報を代りに入力して下さい。 
 
ステップ 2. > 管理 『System Configuration』 を選択 して下さい。
 
注: 利用可能 な オプションはデバイスの正確なモデルによって変わるかもしれません。 こ
の例では、WAP125 は使用されます。
 



 
ステップ 3 接続応答 セッションの設定の下の最大セッション フィールドでは、同時 Web
セッションの最大数を設定 するために 1 から 10 まで値を入力して下さい。 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
。 デフォルトは 5 です。
 



 
ステップ 4 Session Timeout フィールドでは、Web セッションがアイドル状態に残す場合
がある時間を設定 するために 2 分から 60 分間の値を入力して下さい。 デフォルト値は 10
分です。
 
注: この例では、13 は使用されます。
 

 
HTTP サービス
 
ステップ 5 Web セッションが HTTP によって接続されるようにイネーブル HTTP サービス
チェックボックスをチェックして下さい。
 



 
ステップ 6. （オプションの）はより多くのオプションを表示し、ポート番号を設定するた
めに『More』 をクリック します。
 

 
ステップ 7 HTTPポート フィールドでは、HTTP 接続のために使用するためにロジカルポー
ト番号を入力して下さい。 ポート値は 1025 から 65535 まで及びます。 HTTP 接続のため
のデフォルトよく知られたポートは 80 です。
 



 
ステップ 8. （オプションの）チェック Web セッションを設定した上でより多くのセキュア
なプロトコルに、HTTPS リダイレクトするようにブラウザがする Redirect HTTP to
HTTPS チェックボックス。
 
注: このオプションは HTTP サービス チェックボックスがステップ 4.で無効に なる場合そ
の時だけ利用できます。 この例では、このオプションはチェックされます。
 

 
ステップ 9.管理 ページに戻り、設定と続くために『OK』 をクリック して下さい。
 



 
HTTPS は保守します
 
ステップ 10： Web セッションが保護されたプロトコルによって確立されるようにイネーブ
ル HTTPS サービス チェックボックスを HTTPS チェックして下さい。 このオプションは
、デフォルトで有効です。
 
注: このオプションが無効に なる場合、HTTPS を使用してどの現在の接続でも切断されて
います。
 

 
ステップ 11. HTTPS が使用されるポートを定義し、HTTPS で使用されるべき Transport
Layer Security バージョンを選択するために『More』 をクリック して下さい。
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ステップ 12： HTTPS 港湾地域の下で、HTTPS に使用する次のセキュリティプロトコルの
チェックボックスをチェックして下さい:
 

TLSv1.0 — Transport Layer Security バージョン 1 （TLSv1）はインターネット上の通信
にセキュリティおよびデータ統合を提供する暗号 プロトコルです。
TLSv1.1 — TSLv1 の最初のバージョンの改善されたバージョンは、通信のためのデータ
セキュリティおよび統合を改善します。
SSLv3 —インターネット上の保護されたセッションおよび通信を確立するのに HTTPS に
使用する保護されたソケット 層 バージョン 3 （SSLv3）はプロトコルです。
 

注: この例では、すべてのチェックボックスはチェックされます。
 

 
ステップ 13： HTTPS Port フィールドでは、HTTPS 接続のために使用するためにロジカル
ポート番号を入力して下さい。 デフォルトよく知られたポートは 443 です。
 



 
ステップ 14： [OK] をクリックして、次に進みます。
 

 
管理 ACL モード
 
ステップ 15： Webベース ユーティリティにアクセスすることができる IP アドレスの
Access Control List （ACL）を規定 するためにイネーブル ACL Mode チェックボックスを
チェックして下さい。 この機能が無効に なる場合、そして Webベース ユーティリティへ
のこの対し。
 



 
ステップ 16： Webベース ユーティリティにアクセスするために許可された IPv4 および
IPv6 アドレスのリストを規定 するために『More』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 17： IPv4 アドレスおよび IPv6 Address フィールドでは、Webベース ユーティリ
ティへのアクセスを認められるそれぞれ形式で管理上の IP アドレスを入力して下さい。
 
ヒント： 管理上の IP アドレスに静的な IP アドレスを割り当てて下さい。
 
注: この例では、192.168.2.123 は IPv4 管理上のアドレスおよび
fdad:b197:cb72:0000:0000:0000:0000:0000 が IPv6 管理上のアドレスとして使用されると
同時に使用されます。
 



 
ステップ 18： [OK] をクリックします。
 



 
ステップ 19： 行われた設定を保存するためにボタンを『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
今うまく WAP125 か WAP581 アクセス ポイントの HTTP/HTTPS サービス タスクを設定
する必要があります。
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