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概要

この資料に Identity Services Engine （ISE）のゲスト関連のタスクを行うのに描写的な状態転送
（他） API 機能を使用する方法を記述されています。 Cisco ゲスト API は Cisco ゲスト ユーザ
を管理するためにセキュア HTTPS および許可されたアクセスを提供する他ベースの一組のオペ
レーションです。 API を使うと、1 つはゲスト ユーザ向けのアップデート読まれて、削除および
検索、作成、できます。

前提条件

要件

Cisco はこれらのトピックのナレッジがあることを推奨します:

ISE●

外部 RESTful サービス●

休息する不眠症先祖などのような他クライアント●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco ISE、リリース 2.6●

不眠症他クライアント v7.1.1●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



注: プロシージャは他の ISE バージョンのために類似したまたは同一です。 すべての 2.x
ISE ソフトウェア リリースのこれらのステップを特に明記しない限り使用できます。

背景説明

API を使用するために、外部 RESTful サービス（ERS）は認証が ISE で設定することである必要
があるスポンサー有効に なり。 ERS は基本認証をサポートし、ポート 9060 に動作します。 認
証クレデンシャルは要求ヘッダーの一部暗号化され、です。 ERS は ISE 管理者がオペレーショ
ンを行うユーザに特権を割り当てるように要求します。

資料はこれらのコンフィギュレーションのステップを取り扱っています:

1. ISE の有効 ERS

2. ERS のための設定 admin およびスポンサー アカウント

3. ゲスト アカウントを作成して下さい

4. ゲスト データを読み込んで下さい、アップデートして下さい、削除して下さい

設定

ISE の有効 ERS

ISE の他 API 機能を使用するために、ERS は有効に する必要があります。

Administration > システム > 設定 > ERS 設定 > イメージに示すように読み書きのための有効 ERS
への移動。



ERS へのすべての関連情報は ISE の HTTPS ポート 9060 の Software Development Kit
（SDK）として利用できます。 これは「ERS Admin」または「ERS オペレータ」の特権の管理
者アカウントとの ERS およびログオンを有効に した後アクセスすることができます。

設定 Admin およびスポンサーは ERS を説明します

ERS を使用するために、ISE はそれに割り当てられる ERS Admin または ERS オペレータの特権
がある管理者アカウントを必要とします。 管理者アカウントはそれぞれのグループに作成され、
追加される必要があります。 また、ERS アクセスは超 Admin アカウントのために同様にはたら
きます。

API をゲスト機能のために使用するために、ERS admin は門脈 ID、ゲスト識別グループ、先祖な
どのようなポータルの未加工のデータを必要とします ただし、読むために/または削除しますゲス
ト データを、有効に なる ERS アクセスを用いるアカウントが必要となるスポンサー作成するか
、/アップデート。

この資料の為に、内部 ISE ユーザアカウントはスポンサーとして使用されます。●

Administration > アイデンティティ管理 > 識別にナビゲートし、イメージに示すようにネット
ワーク アクセス ユーザを追加して下さい。

●



このユーザアカウントはスポンサー グループの 1 つに追加する必要があります。●

アカウント例は ALL_ACCOUNTS と指名されるデフォルト スポンサー グループにマップさ
れます。 

●

ERS を許可するためにこれのために後援されたグループにアクセスして下さい、作業区 > ゲ●



スト アクセス > ポータル及びコンポーネント > スポンサー グループに行き、割り当てられ
たスポンサー グループを開いて下さい。
オプションを有効に して下さい: イメージに示すようにプログラム インターフェイス（ゲス
ト他 API）の使用の Cisco ISE ゲスト アカウントにアクセスして下さい。

●

ゲスト アカウントを作成して下さい

API コールがスポンサーとしておよび認識する後援されたポータルによって ISE になされること
はゲスト アカウントを API によって作成するために、必要です。

ステップ 1. ISE で前もって構成されるすべてのスポンサー ポータルの門脈 ID を取出すためにこ
こに提供される情報と他クライアントを使用して下さい:

方式 GET
URL https://<ISE-IP>:9060/ers/config/sponsorportal
Credentials ERS Admin 資格情報を使用して下さい

ヘッダ Content-type: アプリケーション/XML
Accept: アプリケーション/XML



期待された出力:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<ns3:searchResult total="1"

xmlns:ns5="ers.ise.cisco.com"

xmlns:ers-v2="ers-v2"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"



xmlns:ns3="v2.ers.ise.cisco.com">

<ns3:resources>

<ns5:resource description="Default portal used by sponsors to create and manage accounts for

authorized visitors to securely access the network"

id="274a95f0-2e58-11e9-98fb-0050568775a3" name="Sponsor Portal (default)">

<link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/sponsorportal/274a95f0-2e58-11e9-

98fb-0050568775a3" type="application/xml"/>

</ns5:resource>

</ns3:resources>

</ns3:searchResult>

対象の値はゲスト ユーザを作成するために使用するように意図されているスポンサー ポータルの
門脈 ID です。 ID はこの例の "274a95f0-2e58-11e9-98fb-0050568775a3" です。

呼び出します。 ゲスト アカウントを作成するためにこの API コールを使用して下さい。 ここの
portalID の値はステップ 1.から取出されるものです。

方式 POST
URL https://<ISE-IP>:9060/ers/config/guestuser/

Credentials スポンサー アカウント クレデンシャルを使用
して下さい

ヘッダ

Content-type:
application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser.
2.0+xml
Accept:
application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser.
2.0+xml

本文

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:guestuser
xmlns:ns2="identity.ers.ise.cisco.com">
<customFields>
</customFields>
<guestAccessInfo>
<fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate>
<location>Delhi</location>
<toDate>04/28/2020 19:55</toDate>
<validDays>3</validDays>
</guestAccessInfo>
<guestInfo>
<company>Cisco</company>
<emailAddress> abcd@cisco.com
</emailAddress>
<firstName>John</firstName>
<lastName>Doe</lastName>
<notificationLanguage>English</notificationLang
uage>
<password>9618</password>
<phoneNumber>9999998877</phoneNumber>
<smsServiceProvider>Global
Default</smsServiceProvider>
<userName>johndoe</userName>
</guestInfo>
<guestType>Contractor （デフォルト）
</guestType>
<personBeingVisited>abcd3@cisco.com</perso
nBeingVisited>



<portalId>274a95f0-2e58-11e9-98fb-
0050568775a3</portalId>
<reasonForVisit>Netflix および
chill</reasonForVisit>
</ns2:guestuser>

注: ここに示されている本文内容はテンプレートとしてことができます（SDK で余りに利用
可能な）使用する。 fromDate が validDays に、現在まで対応するようにして下さい。 それ
からコールだけが成功します場所、ゲスト型および他の値は使用される ISE について有効
である必要があります。

注: このコールをするとき使用される資格情報はスポンサー グループにマップされる有効な
スポンサー アカウントである必要があります。 ここの ERS admin 資格情報ははたらきま
せん。 このガイドの前のセクションを詳細については参照して下さい。



期待された出力:

ISE への移動 GUI > マスター GuestReport アカウントが作成されたかどうか確認するため:

注: スポンサー ポータルからのゲスト アカウントに対してカスタマイズされたユーザ名 お



よび パスワード 組み合せを規定 するオプションがありません。 この API 方式がその要件
を満たすのに使用することができます。

、アップデート読まれる、削除ゲスト データ

いくつかのゲスト データのさまざまな操作を行う API コール例ここにあります。 すべての利用
可能なオプションおよび形式は SDK で利用できます。

ゲストにユーザアカウント 詳細を名指しで見つけてあげて下さい:●

方式 GET

URL https://<ISE-
IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}

Credentials スポンサー アカウント クレデンシャルを使用
して下さい

ヘッダ Content-type: アプリケーション/XML
Accept: アプリケーション/XML

期待された出力:

200 OK

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<ns4:guestuser id="3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" name="johndoe"

xmlns:ers="ers.ise.cisco.com"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:ns4="identity.ers.ise.cisco.com">

<link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/name/johndoe"

type="application/xml"/>

<customFields/>

<guestAccessInfo>

<fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate>

<location>Delhi</location>

<toDate>04/28/2020 19:55</toDate>

<validDays>3</validDays>

</guestAccessInfo>

<guestInfo>

<company>Cisco</company>

<creationTime>04/25/2020 18:55</creationTime>

<emailAddress>abcd@cisco.com</emailAddress>

<enabled>false</enabled>

<firstName>John</firstName>



<lastName>Doe</lastName>

<notificationLanguage>English</notificationLanguage>

<password>9618</password>

<phoneNumber>9999998877</phoneNumber>

<smsServiceProvider>Global Default</smsServiceProvider>

<userName>johndoe</userName>

</guestInfo>

<guestType>Contractor (default)</guestType>

<personBeingVisited>abcd3@cisco.com</personBeingVisited>

<reasonForVisit>Netflix and chill</reasonForVisit>

<sponsorUserId>1f7627f0-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1</sponsorUserId>

<sponsorUserName>Sponsor_ERS</sponsorUserName>

<status>AWAITING_INITIAL_LOGIN</status>

</ns4:guestuser>

ゲスト ユーザパスワードを変えて下さい:●

これは最初にに取出し、コールからのゲスト ID を次にこの API で使用しますそれを必要となり
ます。 guestuser ID はこの例の "3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" です。

方式 PUT
URL https://<ISE-



IP>:9060/ers/config/guestuser/resetpassword/{id
}

Credentials スポンサー アカウント クレデンシャルを使用
して下さい

ヘッダ Content-type: アプリケーション/XML
Accept: アプリケーション/XML

この方式は新しいパスワードを規定 することを割り当てません。 ISE は新しい自動生成されたパ
スワードで出力を戻します。

期待された出力:

200 OK

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<ns3:operationResult

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:ns3="ers.ise.cisco.com">

<attributesList>

<attribute name="password" value="2557"/>

</attributesList>

</ns3:operationResult>

 ゲスト アカウントを名指しで削除して下さい:●

方式 削除

URL https://<ISE-
IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}

Credentials スポンサー アカウント クレデンシャルを使用
して下さい

ヘッダ Content-type: アプリケーション/XML
Accept: アプリケーション/XML

期待された出力:



確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

いくつかのよくある エラーおよび原因:

ゲスト アカウント作成はエラーと失敗します:●

     401 Unauthorized

    <message type="ERROR" code="CRUD operation exception">

   <title>Sponsor does not have permission to access REST Apis</title>

    </message>

修正： これはゲスト アカウントを作るのに使用されるスポンサー アカウントが ERS アクセスが
有効に ならないスポンサー グループにマップされることを意味します。 スポンサー グループを
これに対応する編集し、プログラム インターフェイス（ゲスト他 API）の使用のアクセス Cisco
ISE ゲスト アカウントを有効に して下さい。

   400 Bad Request

  <message type="ERROR" code="CRUD operation exception">

   <title>Creating GuestUser failed due to

com.cisco.cpm.guestaccess.validation.GuestAccessValidationException: Portal not found for portal

session e1fc15a7-a170-4d6a-b02c-0ab7b0bc54ff</title>

修正： コールで入る門脈 ID は ISE にありませんし、不正確ではないです。 からスポンサー ポー
タルのためのコールを、取出しますポータルの正しいポータル ID を「受信して下さい」。

API 応答コードおよび可能性のある意味:●

     200 （良い）: 他 API が正常に望ましい操作を遂行したことを示します。

     201 （作成される）: リソースが収集の中で作成されたことを示します。



     204 （内容無し）: これは通常応答 POST または Delete 要求として置くために送信 されます
。

    400 （悪い要求）: 不正 な 要求構文、無効なパラメーター、等のような問題のための汎用エラ
ー コードはメッセージをもし可能であれば詳述します原因を理解するために読み込みました。

    401(Unauthorised): これは操作が間違った資格情報と引き受けられたことを、資格情報示しま
せんこの操作を行うためにまたはアカウントは承認されません。

    500(Internal Server エラー）: サーバ側の問題を示します。 ISE を原因の理解を助けるかもし
れないですログオンします。

詳細については ISE のための他 API 使用で、ゲスト他 API を参照して下さい。

/content/en/us/td/docs/security/ise/1-3/api_ref_guide/api_ref_book/ise_api_ref_guest.pdf
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