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コントローラインターフェイスの使用方法

コントローラ GUIの使用方法
ブラウザベースの GUIが各コントローラに組み込まれています。

最大 5名のユーザが、コントローラ httpまたは https（http + SSL）管理ページを同時に閲覧し
て、パラメータを設定し、コントローラとそのアソシエートされているアクセスポイントの動

作ステータスを監視することができます。

コントローラ GUIの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘ
ルプにアクセスするには、コントローラ GUIで [Help]をクリックします。

より堅牢なセキュリティを確保するために、HTTPSインターフェイスを有効にして、HTTPイ
ンターフェイスを無効にすることをお勧めします。

（注）

コントローラ GUIは、次のWebブラウザでサポートされています。

• Microsoft Internet Explorerバージョン 11以降（Windows）

• Mozilla Firefoxバージョン 32以降（Windows、Mac）

• Google Chromeバージョン 38.x以降（Windows、Mac）

• Apple Safariバージョン 7以降（Mac）
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コントローラ GUIの使用の制約事項

コントローラ GUIを使用する場合、次のガイドラインに従います。

•コントローラのWeb UIは、次のWebブラウザと互換性があります。

• Microsoft Internet Explorerバージョン 11以降

• Mozilla Firefox 32.x以降のバージョン

•リリース 8.1.102.0で導入されたメインダッシュボードを表示するには、Webブラウザの
JavaScriptを有効にする必要があります。

画面の解像度が 1280 X 800以上であることを確認します。これ以
下の解像度はサポートされていません。

（注）

•サービスポートインターフェイスまたは管理インターフェイスを使用して GUIにアクセ
スできますが、

•サービスポートインターフェイスを使用するときは、HTTPと HTTPSの両方を使用でき
ます。HTTPSはデフォルトでイネーブルであり、HTTPをイネーブルにすることもできま
す。

• GUIのページ上部にある [Help]をクリックすると、オンラインヘルプが表示されます。
オンラインヘルプを表示するには、ブラウザのポップアップブロッカを無効にする必要

があります。

GUIへのログイン

ローカル認証を使用するようにコントローラが設定されている場合は、TACACS+認証を設定
しないでください。

（注）

手順

ステップ 1 ブラウザのアドレスバーにコントローラ IPアドレスを入力します。セキュアな接続の場合
は、https://ip-addressと入力します。あまりセキュアでない接続の場合は、
https://ip-addressと入力します。

ステップ 2 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、有効な値を入力して [OK]をクリック
します。

[Summary]ページが表示されます。
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設定ウィザードで作成されたユーザ名およびパスワードでは、大文字と小文字が区別

されます。

（注）

GUIからのログアウト

手順

ステップ 1 ページの右上の [Logout]をクリックします。

ステップ 2 [Close]をクリックするとログアウトプロセスが完了し、それ以降は、権限のないユーザがコ
ントローラコントローラ GUIにはアクセスできなくなります。

ステップ 3 決定を確認する画面が表示されたら、[Yes]をクリックします。

コントローラ CLIの使用方法
シスコワイヤレスソリューションのコマンドラインインターフェイス（CLI）は、各コント
ローラに組み込まれています。CLIでは、VT-100ターミナルエミュレーションプログラムを
使用して、個々のコントローラおよび各コントローラにアソシエートされた Lightweightアク
セスポイントをローカルまたはリモートで設定、監視、制御することができます。この CLI
は、単純なテキストベースのツリー構造のインターフェイスです。最大 5名のユーザが Telnet
対応ターミナルエミュレーションプログラムを使用してコントローラにアクセスできます。

特定のコマンドの詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/
wireless-lan-controller-software/products-command-reference-list.htmlで該当するリリースのシスコ
ワイヤレスコントローラコマンドリファレンス [英語]を参照してください。

（注）

コントローラ CLIへのログイン

次のいずれかの方法を使用して、コントローラ CLIにアクセスできます。

•コントローラコンソールポートへのシリアル直接接続

•事前設定されたサービスポートやディストリビューションシステムポート経由で Telnet
または SSHを使用したネットワーク上のリモートセッション

ポートおよびCiscoWLCのコンソール接続オプションの詳細については、該当するCiscoWLC
プラットフォームのインストレーションガイドを参照してください。
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ローカルシリアル接続の使用方法

始める前に

シリアルポートに接続するには次が必要です。

• Putty、SecureCRTなどの端末エミュレーションプログラムを実行しているコンピュータ

• RJ45コネクタを備えた標準的なシスココンソールシリアルケーブル

シリアルポートを介してコントローラ CLIにログインする手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 コンソールケーブルの接続：RJ45コネクタを備えた標準的なシスココンソールシリアルケー
ブルの一端をコントローラのコンソールポートに接続し、もう一端をPCのシリアルポートに
接続します。

ステップ 2 ターミナルエミュレータプログラムをデフォルトの設定で設定します。

• 9600ボー

• 8データビット

• 1ストップビット

•パリティなし

•ハードウェアフロー制御なし

Cisco WLCシリアルポートは、9600ボーレートおよび短いタイムアウト用に設定さ
れています。いずれかの値を変更する場合は、config serial baudrate valueと config
serial timeout valueを実行して変更します。シリアルタイムアウト値を 0に設定する
と、シリアルセッションはタイムアウトしなくなります。

コンソール速度を 9600以外の値に変更する場合、Cisco WLCで使用されているコン
ソール速度は起動中は9600になり、起動プロセスの完了時に変更されます。したがっ
て、必要に応じて一時的な手段として変更する場合を除き、コンソール速度は変更し

ないでください。

（注）

ステップ 3 CLIへのログオン：プロンプトが表示されたら、有効なユーザ名とパスワードを入力してコン
トローラにログオンします。設定ウィザードで作成されたユーザ名およびパスワードでは、大

文字と小文字が区別されます。

デフォルトのユーザ名は admin、デフォルトのパスワードは adminです。（注）

CLIのルートレベルシステムプロンプトが表示されます。

(Cisco Controller) >
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システムプロンプトは、最大 31文字の任意の英数字から成る文字列です。システム
プロンプトを変更するには、config promptコマンドを入力します。

（注）

リモート Telnetまたは SSH接続の使用方法

始める前に

Cisco WLCにリモートに接続するには次が必要です。

•管理 IPアドレスかサービスポートアドレスにネットワーク接続できる PC、または該当
Cisco WLCの動的インターフェイスで管理が有効になっている

•コントローラの IPアドレス

• Telnetセッション用の VT-100ターミナルエミュレーションプログラムまたは DOSシェ
ル

デフォルトでは、コントローラは Telnetセッションをブロックします。Telnetセッションを有
効にするには、シリアルポートへのローカル接続を使用する必要があります。

（注）

aes-cbc暗号は、WLCではサポートされていません。WLCへのログインに使用する SSHクラ
イアントには、最低限 non-aes-cbc暗号が必要です

（注）

手順

ステップ 1 VT-100ターミナルエミュレーションプログラムまたは DOSシェルインターフェイスのパラ
メータが次のとおりに設定されていることを確認します。

•イーサネットアドレス

•ポート 23

ステップ 2 コントローラの IPアドレスを使用して CLIに Telnet接続します。

ステップ 3 プロンプトが表示されたら、有効なユーザ名とパスワードを入力してコントローラにログイン
します。設定ウィザードで作成されたユーザ名およびパスワードでは、大文字と小文字が区別

されます。

デフォルトのユーザ名は admin、デフォルトのパスワードは adminです。（注）

CLIのルートレベルシステムプロンプトが表示されます。
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システムプロンプトは、最大 31文字の任意の英数字から成る文字列です。システム
プロンプトを変更するには、config promptコマンドを入力します。

（注）

CLIからのログアウト

CLIでの作業が終了したら、ルートレベルに移動して logoutと入力します。揮発性
Random-Access Memory（RAM;ランダムアクセスメモリ）への変更を保存するかどうかを確
認するプロンプトが表示されます。

アクティビティがない状態が 5分間続くと、変更を保存せずに自動的にCLIからログアウトさ
れます。config serial timeoutコマンドを使用すると、自動ログアウト時間を 0（自動ログアウ
トしない）～ 160分の範囲で設定できます。

SSHまたは Telnetセッションがタイムアウトするのを防ぐには、config sessions timeout0コマ
ンドを実行します。

（注）

CLIのナビゲーション

• CLIにログインしたときは、ルートレベルです。ルートレベルでは、任意のフルコマン
ドを、正しいコマンドレベルに移動することなく入力できます。

•引数を指定せずに config、debugなどのトップレベルのキーワードを入力すると、対応す
るキーワードのサブモードを取得します。

• Ctrl + Zまたは exitを入力すると、CLIプロンプトがデフォルトまたはルートレベルに
戻ります。

• CLIにナビゲートする場合、?を入力すると、現在のレベルで特定のコマンドに使用可能
な追加オプションが表示されます。

•あいまいな場合は、スペースやTabキーを入力して現在のキーワードを完了することもで
きます。

•ルートレベルで helpを入力して、使用可能なコマンドラインの編集オプションを表示し
ます。

次の表は、CLIのナビゲーションおよび一般的なタスク実行のためのコマンドの一覧です。

表 1 : CLIのナビゲーションと共通タスクのコマンド

アクションコマンド

ルートレベルでは、システム全体のナビゲー

ションコマンドが表示されます。

help
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アクションコマンド

現在のレベルで使用できるコマンドが表示さ

れます。

?

指定したコマンドのパラメータが表示されま

す。

command ?

1つ下のレベルに移動します。exit

ルートレベルに戻ります。Ctrl + Z

ルートレベルでは、設定変更を使用中のアク

ティブなRAMからリブート後も維持されるよ
うに不揮発性RAM（NVRAM）に保存します。

save config

ルートレベルの場合、ログアウトせずにコン

トローラをリセットします。

reset system

CLIからログアウトします。logout

WebモードおよびセキュアWebモードの有効化
この項では、ディストリビューションシステムポートをWebポート（HTTPを使用）または
セキュアWebポート（HTTPSを使用）として有効にする手順について説明します。HTTPSを
有効化すると、GUIとの通信を保護できます。HTTPSは、Secure Socket Layer（SSL）プロト
コルを使用してHTTPブラウザセッションを保護します。HTTPSを有効にすると、コントロー
ラは独自のWebアドミニストレーション SSL証明書を生成して、自動的に GUIに割り当てま
す。また、外部で生成された証明書をダウンロードすることもできます。

WebモードおよびセキュアWebモードの設定は、コントローラ GUIと CLIのどちらでも実行
できます。

WebモードおよびセキュアWebモードの有効化（GUI）

手順

ステップ 1 [Management] > [HTTP-HTTPS]を選択します。

[HTTP-HTTPS Configuration]ページが表示されます。

ステップ 2 Webモード（ユーザが「http://ip-address」を使用してコントローラGUIにアクセスできる）を
有効にするには、[HTTPAccess]ドロップダウンリストから [Enabled]を選択します。有効にし
ない場合は、[Disabled]を選択します。デフォルト値は [Disabled]です。Webモードの接続は、
セキュリティで保護されません。
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ステップ 3 セキュアWebモード（ユーザが「https://ip-address」を使用してコントローラ GUIにアクセス
できる）を有効にするには、[HTTPS Access]ドロップダウンリストから [Enabled]を選択しま
す。有効にしない場合は、[Disabled]を選択します。デフォルト値は [Enabled]です。セキュア
Webモードの接続は、セキュリティで保護されています。

ステップ 4 [Web Session Timeout]テキストボックスに、Webセッションが非アクティブのためにタイムア
ウトするまでの時間を分単位で入力します。10～160分（両端の値を含む）の値を入力できま
す。デフォルト値は 30分です。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

ステップ 6 ステップ 3でセキュアWebモードを有効にした場合は、ローカルWebアドミニストレーショ
ンSSL証明書が生成されて自動的にGUIに適用されます。現在の証明書の詳細は、[HTTP-HTTPS
Configuration]ページの中央に表示されます。

必要に応じて、現在の証明書を削除することもできます。削除するには、[Delete
Certificate]をクリックします。[Regenerate Certificate]をクリックすると、新しい証明
書が生成されます。CiscoWLCへのダウンロードが可能なサーバ側のSSL証明書を使
用するオプションがあります。HTTPSを使用している場合は、SSC証明書かMIC証
明書を使用できます。

（注）

ステップ 7 [Controller] > [General]を選択して、[General]ページを開きます。

[Web Color Theme]ドロップダウンリストで、次のいずれかのオプションを選択します。

• Default：コントローラ GUIのデフォルトWebカラーテーマを設定します。

• Red：コントローラ GUIのWebカラーテーマを赤に設定します。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。

ステップ 9 [Save Configuration]をクリックします。

WebモードおよびセキュアWebモードの有効化（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、Webモードを有効または無効にします。

config network webmode {enable | disable}

このコマンドにより、ユーザは、"http://ip-address"を使用してコントローラGUIにアクセスで
きます。デフォルト値は [disabled]です。Webモードの接続は、セキュリティで保護されませ
ん。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、コントローラ GUIのWebカラーテーマを設定します。

config network webcolor {default | red}
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コントローラ GUIのデフォルトのカラーテーマが有効になります。デフォルトのカラース
キームを赤に変更するには、redオプションを使用します。コントローラCLIからカラーテー
マを変更した場合、変更を適用するにはコントローラ GUI画面をリロードする必要がありま
す。

ステップ 3 次のコマンドを入力して、セキュアWebモードを有効または無効にします。

config network secureweb {enable | disable}

このコマンドにより、ユーザは、"http://ip-address"を使用してコントローラGUIにアクセスで
きます。デフォルト値はイネーブルです。セキュアWebモードの接続は、セキュリティで保
護されています。

ステップ 4 次のコマンドを入力して、セキュアWebモードのセキュリティの強化を有効または無効にし
ます。

config network secureweb cipher-option high {enable | disable}

このコマンドを実行すると、ユーザが「https://ip-address」を使用してコントローラの GUIに
アクセスできるようになりますが、ブラウザが128ビット（またはそれ以上）の暗号をサポー
トしている必要があります。デフォルト値は [disabled]です。

高強度の暗号方式が有効になっている場合は、SHA1、SHA256、SHA384キーが引き続きリス
トに表示され、TLS 1.0は無効になります。これは webauthと webadminに適用されますが、
NMSPには適用されません。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、Web管理に対して SSLv3を有効または無効にします。

config network secureweb sslv3 {enable | disable}

ステップ 6 次のコマンドを入力して、SSHセッションに対して 256ビット暗号を有効にします。

config network ssh cipher-option high {enable | disable}

ステップ 7 （オプション）次のコマンドを入力して Telnetを無効にします。

config network telnet{enable | disable}

ステップ 8 次のコマンドを入力して、Web認証およびWeb管理に対してRC4-SHA（Rivest Cipher 4-Secure
Hash Algorithm）暗号スイート（CBC暗号スイートに優先）の環境設定を有効または無効にし
ます。

config network secureweb cipher-option rc4-preference {enable | disable}

ステップ 9 次のコマンドを入力して、コントローラが証明書を生成したことを確認します。

show certificate summary

以下に類似した情報が表示されます。

Web Administration Certificate................. Locally Generated
Web Authentication Certificate................. Locally Generated
Certificate compatibility mode:................ off

ステップ 10 （任意）このコマンドを入力して新しい証明書を生成します。
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config certificate generate webadmin

数秒後、証明書が生成されたことをコントローラが確認します。

ステップ 11 次のコマンドを入力して、リブート後も変更内容が維持されるように、SSL証明書、キー、セ
キュアWebパスワードを不揮発性 RAM（NVRAM）に保存します。

save config

ステップ 12 次のコマンドを入力して、コントローラをリブートします。

reset system

Telnetおよびセキュアシェルセッション
Telnetは、コントローラの CLIにアクセスするためのネットワークプロトコルです。Secure
Shell（SSH）は Telnetのセキュリティをさらに強化したプロトコルであり、データ暗号化およ
びセキュアチャネルを使用してデータを転送します。コントローラGUIとCLIのどちらでも、
Telnetおよび SSHのセッションを設定できます。

Telnetおよび SSHセッションの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Management] > [Telnet-SSH]の順に選択して、[Telnet-SSH Configuration]ページを開きます。

図 1 : [Telnet-SSH Configuration]ページ

ステップ 2 [Telnet Login Timeout]テキストボックスに、非アクティブの Telnetセッションを終了させるま
での時間を分単位で入力します。有効な値の範囲は 0～ 160分で、デフォルト値は 5分です。
値 0は、タイムアウトなしを示します。
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ステップ 3 [Maximum Number of Sessions]ドロップダウンリストから、同時 Telnetセッションまたは SSH
セッションの最大数を選択します。有効な値の範囲は 0～ 5セッションで、デフォルト値は 5
セッションです。値 0は、Telnetセッションまたは SSHセッションを許可しないことを意味し
ます。

ステップ 4 現在のログインセッションを強制的に閉じるには、CLIセッションドロップダウンリストか
ら [Management] > [User Sessions] > [close]を選択します。

ステップ 5 コントローラ上での新規 Telnetセッションを許可する場合は [AllowNewTelnet Sessions]ドロッ
プダウンリストから [Yes]を選択し、許可しない場合は [No]を選択します。デフォルト値は
[No]です。

ステップ 6 コントローラ上での新規 SSHセッションを許可する場合は \ドロップダウンリストから [Yes]
を選択し、許可しない場合は [No]を選択します。デフォルト値は [Yes]です。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。

ステップ 8 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 9 Telnet設定の概要を表示するには、[Management] > [Summary]を選択します。[Summary]ペー
ジが表示されます。

図 2 : [Summary]ページ

TelnetおよびSSHの追加のセッションが許可されるかどうかが、このページに表示されます。

Telnetおよび SSHセッションの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、コントローラ上での新規 Telnetセッションを許可または禁止しま
す。
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config network telnet {enable | disable}

デフォルト値は [disabled]です。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、コントローラ上での新規SSHセッションを許可または禁止します。

config network ssh {enable | disable}

デフォルト値はイネーブルです。

WLCでサポートされているSHA2を有効にするには、config network ssh cipher-option
high {enable | disable} コマンドを使用します。

（注）

ステップ 3 （オプション）次のコマンドを入力して、非アクティブのTelnetセッションの存続可能時間を
分単位で指定します。

config sessions timeout timeout

timeoutは、0～ 160分の範囲内の値です。デフォルト値は 5分です。値 0は、タイムアウトな
しを示します。

ステップ 4 （オプション）次のコマンドを入力して、同時に許可されるTelnetセッションまたはSSHセッ
ションの数を指定します。

config sessions maxsessions session_num

session_numは、0～ 5の範囲内の値です。デフォルト値は 5セッションです。値 0は、Telnet
セッションまたは SSHセッションを許可しないことを意味します。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

ステップ 6 Telnetまたは SSHセッションをすべて閉じるには、次のコマンドを入力します。

config loginsession close {session-id | all}

session-idは、show login-sessionコマンドを使用して取得できます。

管理とリモートの Telnet、SSHセッションをモニタリング

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、Telnetと SSHの設定を表示します。

show network summary

以下に類似した情報が表示されます。

RF-Network Name............................. TestNetwork1
Web Mode.................................... Enable
Secure Web Mode............................. Enable
Secure Web Mode Cipher-Option High.......... Disable
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Secure Web Mode Cipher-Option SSLv2......... Disable
Secure Shell (ssh).......................... Enable
Telnet................................... Disable
...

ステップ 2 次のコマンドを入力して、Telnetセッションの設定を表示します。

show sessions

以下に類似した情報が表示されます。

CLI Login Timeout (minutes)............ 5
Maximum Number of CLI Sessions....... 5

ステップ 3 次のコマンドを入力して、すべてのアクティブな Telnetセッションを表示します。

show login-session

以下に類似した情報が表示されます。

ID User Name Connection From Idle Time Session Time
-- --------------- --------------- ------------ ------------
00 admin EIA-232 00:00:00 00:19:04

ステップ 4 Telnetまたは SSHセッションをクリアするには、次のコマンドを入力します。

clear session session-id

セッションをクリアするための session-idは、show login-sessionコマンドを使用して取得する
必要があります。

指定した管理ユーザの Telnetの権限の設定（GUI）
コントローラを使用して、選択した管理ユーザに Telnetの権限を設定できます。そのために
は、グローバルレベルで Telnetの権限を有効にしておく必要があります。デフォルトでは、
すべての管理ユーザに対して Telnetの権限が有効になっています。

SSHセッションはこの機能による影響を受けません。（注）

手順

ステップ 1 [Management] > [Local Management Users]を選択します。

ステップ 2 [Local Management Users]ページで、管理ユーザの [Telnet Capable]チェックボックスをオンま
たはオフにします。

コントローラの管理
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ステップ 3 設定を保存します。

指定した管理ユーザの Telnetの権限の設定（CLI）

手順

•次のコマンドを入力して、選択した管理ユーザに Telnetの権限を設定します。
config mgmtuser telnet user-name {enable | disable}

ワイヤレスによる管理
無線による管理機能を使用すると、ワイヤレスクライアントを使用してローカルコントロー

ラを監視および設定できます。この機能は、コントローラとの間のアップロードおよびダウン

ロード（転送）以外のすべての管理タスクに対して使用できます。

この機能は、ワイヤレスクライアントデバイスが現在関連付けられているのと同じCiscoWLC
へのワイヤレス管理アクセスをブロックします。まったく別のCiscoWLCに関連付けられてい
るワイヤレスクライアントの管理アクセスはブロックしません。VLANなどに基づいて、ワ
イヤレスクライアントへの管理アクセスを完全にブロックするには、アクセスコントロール

リスト（ACL）または同様のメカニズムを使用することをお勧めします。

無線による管理機能の制限

•無線による管理は、クライアントが中央スイッチングの場合にのみ無効にできます。

• FlexConnectローカルスイッチングクライアントでは、ワイヤレスによる管理はサポート
されていません。ただし、FlexConnectサイトからコントローラへのルートがある場合は、
非Web認証クライアントに対するワイヤレスによる管理は機能します。

無線による管理機能の有効化（GUI）

手順

ステップ 1 [Management] > [Mgmt Via Wireless]の順に選択して、[Management Via Wireless]ページを開き
ます。

ステップ 2 [Enable Controller Management to be accessible fromWireless Clients]チェックボックスをオンにし
て無線によるWLANの管理を有効にするか、オフにしてこの機能を無効にします。デフォル
トでは、無効な状態になっています。

ステップ 3 設定を保存します。

コントローラの管理
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無線による管理機能の有効化（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、無線による管理インターフェイスが有効か無効かを検証します。

show network summary

•無効になっている場合：config network mgmt-via-wireless enableコマンドを入力して、無
線による管理を有効にします。

•無効でない場合は、ワイヤレスクライアントを使用して、管理対象のコントローラに接続
されているアクセスポイントにアソシエートします。

ステップ 2 次のコマンドを入力して CLIにログインし、ワイヤレスクライアントを使用してWLANを管
理できることを確認します。

telnet wlc-ip-addr CLI-command

動的インターフェイスによる管理機能の設定（CLI）
デフォルトでは動的インターフェイスは無効になっていますが、管理機能のほとんど、または

すべてにもアクセスできるようにする必要がある場合は有効にすることができます。有効する

と、すべての動的インターフェイスがCiscoWLCへの管理アクセスで使用可能になります。ア
クセスコントロールリスト（ACL）を使用して、このアクセスを必要に応じて制限できます。

手順

•次のコマンドを入力して、動的インターフェイスを使用した管理を有効または無効にしま
す。

config network mgmt-via-dynamic-interface {enable | disable}
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