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アクセスポイントのグローバルクレデンシャルの設定に

ついて
Cisco IOSアクセスポイントには、工場出荷時にデフォルトの enableパスワード Ciscoが設定され
ています。ユーザはこのパスワードを使用して、非特権モードにログインし、showコマンドおよ
び debugコマンドを入力することができますが、これはセキュリティに対する脅威となります。
不正アクセスを防止し、ユーザがアクセスポイントのコンソールポートからコンフィギュレー

ションコマンドを入力できるようにするには、デフォルトのイネーブルパスワードを変更する必

要があります。

次に、アクセスポイントのグローバルクレデンシャルの設定に関する注意事項を示します。

•コントローラに現在 joinしている、また、今後 joinするすべてのアクセスポイントがコント
ローラに joinするときに継承するグローバルユーザ名、パスワード、およびイネーブルパ
スワードを設定することができます。必要に応じて、このグローバル資格情報よりも優先さ

れる、独自のユーザ名、パスワード、およびイネーブルパスワードを特定のアクセスポイ

ントに割り当てることができます。

•アクセスポイントをコントローラに joinすると、そのアクセスポイントのコンソールポー
トセキュリティが有効になり、コンソールポートへログインするたびにユーザ名とパスワー

ドの入力を要求されます。ログインした時点では非特権モードのため、特権モードを使用す

るには、イネーブルパスワードを入力する必要があります。
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•コントローラで設定したグローバル資格情報はコントローラやアクセスポイントをリブート
した後も保持されます。この情報が上書きされるのは、アクセスポイントを、グローバル

ユーザ名およびパスワードが設定された新しいコントローラに joinした場合のみです。グ
ローバル資格情報を使って新しいコントローラを設定しなかった場合、このアクセスポイン

トは最初のコントローラに設定されているグローバルユーザ名とパスワードをそのまま保持

します。

•アクセスポイントにより使用される資格情報は常に把握している必要があります。そうで
はない場合、アクセスポイントのコンソールポートにログインできない可能性があります。

アクセスポイントをデフォルトのユーザ名およびパスワード Cisco/Ciscoに戻す必要がある
場合は、コントローラの設定をクリアする必要があります。これにより、アクセスポイント

の設定は工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。コントローラの設定をクリアするには、

コントローラGUIで [Commands] > [Reset to Factory Default] > [Reset]を選択するか、またはコ
ントローラ CLIで clear configコマンドを入力します。アクセスポイントの設定をクリアす
るには、[Wireless] > [Access Points] > [All APs]を選択してAP名をクリックし、コントローラ
のGUIで [ClearAll Config]をクリックするか、コントローラのCLIで clear ap configCisco_AP
コマンドを入力します。スタティック IPアドレス以外のアクセスポイントの設定をクリア
するには、[Wireless] > [Access Points] > [All APs]を選択してAP名をクリックし、[Clear Config
Except Static IP]をクリックするか、コントローラのCLIで clear ap config ap-namekeep-ip-config
コマンドを入力します。アクセスポイントがコントローラに再 joinした後、デフォルトの
Cisco/Ciscoのユーザ名およびパスワードを適用します。

メッシュモードにするために屋内 Cisco APを設定したとします。ローカル
モードに Cisco APをリセットする場合は、test mesh mode localコマンドを使
用します。

（注）

• APハードウェアをリセットするには、[Wireless] > [Access Points] > [All APs]を選択し、AP
名をクリックして [Reset AP Now]をクリックします。

アクセスポイントのグローバルクレデンシャルに関する

制約事項
•コントローラソフトウェア機能は、1100シリーズを除いて、Lightweightモードに変換され
たすべてのアクセスポイントでサポートされています。VxWorksアクセスポイントはサポー
トされていません。
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アクセスポイントのグローバルクレデンシャルの設定

アクセスポイントのグローバル資格情報の設定（GUI）

ステップ 1 [Wireless] > [Access Points] > [Global Configuration]の順に選択して、[Global Configuration]ページを開きま
す。

ステップ 2 [Username]テキストボックスに、そのコントローラに joinするすべてのアクセスポイントが継承するユー
ザ名を入力します。

ステップ 3 [Password]テキストボックスに、そのコントローラに joinするすべてのアクセスポイントが継承するパ
スワードを入力します。

現在コントローラに joinしている、また、今後 joinするアクセスポイントを含む、すべてのアクセスポ
イントがコントローラに joinするときに継承するグローバルユーザ名、パスワード、および enableパス
ワードを設定することができます。このグローバル資格情報よりも優先される、独自のユーザ名、パス

ワード、およびイネーブルパスワードを特定のアクセスポイントに割り当てることができます。次に、

パスワードに適用される要件を示します。

•パスワードには、小文字、大文字、数字、特殊文字のうち、3つ以上の文字クラスが含まれる必要が
あります。

•パスワード内で同じ文字を連続して 4回以上繰り返すことはできません。

•パスワードには、管理ユーザ名やユーザ名を逆にした文字列を含めることはできません。

•パスワードには、Cisco、ocsic、admin、nimdaなどの単語や、大文字と小文字の変更、1、|、または
!の代用、または oを 0、sを $などで代用したバリアントを含めることはできません。

ステップ 4 [Enable Password]テキストボックスに、コントローラに joinするすべてのアクセスポイントに継承され
るイネーブルパスワードを入力します。

ステップ 5 [Apply]をクリックして、グローバルユーザ名、パスワード、およびイネーブルパスワードを、コント
ローラに現在 joinしているアクセスポイント、および今後 joinするすべてのアクセスポイントに送信し
ます。

ステップ 6 [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

ステップ 7 （オプション）次の手順で、特定のアクセスポイントに対するグローバル資格情報を無効にし、このアク

セスポイントに独自のユーザ名、パスワード、およびイネーブルパスワードを割り当てます。

a) [Access Points] > [All APs]の順に選択して、[All APs]ページを開きます。
b) グローバル資格情報を無効にするアクセスポイントの名前をクリックします。
c) [Credentials]タブを選択します。 [All APs > Details for]（[Credentials]）ページが表示されます。
d) [Override Global Credentials]チェックボックスをオンにし、このアクセスポイントがコントローラから
グローバルユーザ名、パスワード、イネーブルパスワードを継承しないようにします。デフォルト値

はオフです。
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e) [Username]、[Password]、および [Enable Password]テキストボックスに、このアクセスポイントに割り
当てる独自のユーザ名、パスワード、およびイネーブルパスワードを入力します。

入力した情報は、コントローラやアクセスポイントをリブートした後や、アクセスポイン

トが新しいコントローラに joinされた場合でも保持されます。
（注）

f) [Apply]をクリックして、変更を確定します。
g) [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

このアクセスポイントで、コントローラのグローバル資格情報を強制的に使用する必要があ

る場合は、[Over-ride Global Credentials]チェックボックスをオフにします。
（注）

アクセスポイントのグローバル資格情報の設定（CLI）

ステップ 1 次のコマンドを入力して、コントローラに現在 joinしているアクセスポイント、および今後 joinするす
べてのアクセスポイントについて、グローバルユーザ名、パスワード、およびイネーブルパスワードを

設定します。
config ap mgmtuser add username user password password enablesecret enable_password all

ステップ 2 （任意）次のコマンドを入力して、特定のアクセスポイントに対するグローバル資格情報を無効にし、こ

のアクセスポイントに独自のユーザ名、パスワード、および enableパスワードを割り当てます。
config ap mgmtuser add username user password password enablesecret enable_password Cisco_AP
このコマンドに入力した資格情報は、コントローラやアクセスポイントをリブートした後や、アクセス

ポイントが新しいコントローラに joinされた場合でも保持されます。

このアクセスポイントで、コントローラのグローバル資格情報を強制的に使用する必要がある

場合は、config ap mgmtuser delete Cisco_APコマンドを入力します。このコマンドの実行後、
「AP reverted to global username configuration」というメッセージが表示されます。

（注）

ステップ 3 save configコマンドを入力して、変更を保存します。

ステップ 4 次のコマンドを入力して、コントローラに joinするすべてのアクセスポイントに対して、グローバル資
格情報が設定されていることを確認します。
show ap summary

グローバル資格情報が設定されていない場合、[Global AP User Name]テキストボックスには
「Not Configured」と表示されます。

（注）

特定のアクセスポイントの概要を表示するには、アクセスポイント名を指定します。また、アクセスポ

イントのフィルタリングを行うときは、ワイルドカード検索を使用できます。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、特定のアクセスポイントのグローバル資格情報の設定を表示します。
show ap config general Cisco_AP

アクセスポイントの名前では、大文字と小文字が区別されま

す。

（注）
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[AP User Mode]テキストボックスには、グローバル資格情報を使用するようにこのアクセスポ
イントが設定されている場合は「Automatic」と表示され、このアクセスポイントに対してグ
ローバル資格情報が無効にされている場合は「Customized」と表示されます。

（注）

アクセスポイントの Telnet および SSH の設定

AP の Telnet および SSH の設定（GUI）

ステップ 1 グローバル設定：

a) [Wireless] > [Access Points] > [Global Configuration]を選択します。
b) [Global Telnet SSH]領域で、[Telnet]および [SSH]チェックボックスをオンまたはオフにします。
すべての APに対して Telnetまたは SSHを有効にすると、モードに関係なく、Cisco WLCに関連付け
られる予定の APでこの機能が許可されます。

c) [Apply]をクリックします。
d) [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 2 特定の APの設定：
a) [Wireless] > [Access Points] > [All APs]を選択します。
b) AP名をクリックします。
c) [Advanced]タブをクリックします。
d) [Telnet]ドロップダウンリストから [AP Specific]を選択し、APでその機能を有効にするためのチェッ
クボックスをオンにします。

e) [SSH]ドロップダウンリストから [AP Specific]を選択し、APでその機能を有効にするためのチェック
ボックスをオンにします。

f) [Apply]をクリックします。
g) [Save Configuration]をクリックします。

AP の Telnet および SSH の設定（CLI）
•次のコマンドを入力して、すべての APまたは特定の APに対して Telnetまたは SSHを設定
します。
config ap {telnet | ssH} {enable | disable} {ap-name | all}
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•次のコマンドを入力して、特定の APの Telnetまたは SSH設定をグローバル設定に置換しま
す。
config ap {telnet | ssH} default ap-name
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