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概要

このドキュメントでは、Clean Access Manager（CAM）を使用して、Cisco Clean Access また
は NAC アプライアンスでさまざまなタイプのゲスト アクセスを設定する方法について説明しま
す。

前提条件

要件

この設定は CAM バージョン 3.5 以降に適用されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CAM バージョン 4.1 に基づいています。

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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ゲスト アクセスのタイプ
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ゲスト アクセスの主なタイプには、以下の 3 つがあります。

単一のゲスト ボタン単一のゲスト ボタンからゲスト アクセスを許可します。許可/拒否を行
う [Acceptable User] ページを提供します。ポリシー/帯域幅/セッション/非アクティビティの
コントロールを提供します。個々のゲスト ユーザ名は記録されません。ゲストは再ログイン
/再使用できます。

●

ローカル ユーザのゲスト アカウントロビー管理者は [Local User] フィールドのみを編集でき
ます。ユーザは複数のゲスト アカウントの作成/削除/変更を行えます。オンライン ユーザの
個々のゲスト ユーザ名を記録します。AUP のポリシー/帯域幅/セッション/非アクティビティ
のコントロールを提供します。ゲスト アカウントを自動的に削除しません。

●

Clean Access API を使用した外部ゲスト ポータルAPI（https）によるリモート ゲスト ポー
タルをサポートします。ユーザは複数のゲスト アカウントの作成/削除/変更を行えます。す
べての従業員のゲスト アカウントを作成するための外部 DB/AD をサポートします。注
: HTTPS を使用してゲスト ユーザを認証できますが、HTTP では認証できません。 ホットス
ポットは HTTPS のみでサポートされます。

●

単一のゲスト ボタンの設定

次の 2 つのモードで単一のゲスト ボタンを使用できます。

有線ゲスト アクセス（ベスト）会議室、トレーニング ルーム、受付端末での使用ユーザは、
許可された場合、または従業員が同伴している場合に、ゲスト ネットワークにアクセス可能
インターネットのみにゲスト アクセスを制限有線 VLAN（マーケティング）に基づく異なる
ログイン ページを使用可能

●

ワイヤレス ゲスト アクセス（場合によって）AP の到達範囲がキャンパス内に限られる場合
は可能駐車場にいるユーザもゲスト アクセスを取得できます

●

次の手順を実行します。

ユーザ ロールを作成します。CAM で [User Management] > [User Role] の順に選択し、次
の図のようにゲスト ユーザ ロールを作成します。オプション： ゲスト ログインにリダイレ
クト URL を指定します。

1.

[User Management] > [Traffic Control] > [IP] の順に選択し、「ポート 80/443 を経由する場
合のみインターネット ルータへ」のようなゲストのトラフィック ポリシーを作成します。

2.

[User Management] > [Local Users] > [New] の順に選択し、新しいゲスト ユーザを作成しま
す。

3.

[Administration] > [User Pages] > [Login Page] > [Add] の順に選択し、[Image]、[Title]、
[Guest Label]、[Instructions] などのユーザ ページの情報を指定します。

4.

マーケティングまたはブランディング用のフレーム付きユーザ ページを作成します。右側
のフレーム アクセス（たとえば cisco.com のみ）は非認証ロールで許可されます。ユーザ
が [Guest] をクリックすると、ユーザはインターネットにアクセスできます。

5.

ローカル ユーザのゲスト アカウントの設定

ローカル ユーザのゲスト アカウント

ロビー管理者は制限されたローカル ユーザ アクセスのみで Clean Access Manager にログイ
ンする必要があります。

●

ロビー管理者はゲスト アカウントを手動で作成/削除/変更する必要があります。●



   

イベント ログには、特定のゲスト アカウントが作成されたことが、タイムスタンプとゲスト
アカウントのログインによって示されます。

●

ゲスト ロールのタイプに基づいて、複数のリダイレクト ページが許可されます。 たとえば
、guest_to_training は www.cisco.com/go/training にリダイレクトされます。

●

ローカル ユーザから削除されるまで、ゲスト アカウントの再ログインは許可されます。●

1 週間に 20 人程度の訪問者のような中頻度から低頻度のゲスト アカウントの作成に適して
います。

●

次の手順を実行します。

[Administration] > [Admin Users] > [Admin Groups] の順に選択し、ロビー管理者グループを
作成します。 [Local Users] ドロップダウン メニューで [full control] を選択します。

1.

[Administration] > [Admin Users] > [Admin Users] の順に選択し、ユーザ名「Lobby」をパス
ワード「xxxxx」で作成します。[Create Admin] をクリックして、[Create Admin] をクリッ
クします。

2.

使用時間に基づいて複数のユーザ ロールを作成します（たとえば、Guest_4hours、
Guest_8hours、Guest（1 時間）など）。

3.

スケジュールに基づいてユーザ ロールを編集します。4.
ロビー管理者はローカル ユーザを作成し、ユーザを特定のゲスト ロールに割り当て、
[Create User] をクリックします。

5.

マーケティングまたはブランディング用のフレーム付きユーザ ページを作成します。右側
のフレーム アクセス（たとえば cisco.com のみ）は非認証ロールで許可されます。ユーザ
がユーザ名とパスワードを入力すると、ユーザはインターネットにアクセスできます。特定
のゲスト タイプをマーケティングの URL にリダイレクトできます。

6.

API を使用した外部ゲスト ポータル

毎日 20 人程度の訪問者のような高頻度のゲスト アカウントの作成に適しています。●

ロビー管理者による CAM アクセスにセキュリティ上の問題がある場合に適しています。●

外部ポータルは、お客様またはシスコ アドバンスド サービスによって作成されます。●

ポータルでは、カレンダー、電子メール、印刷、レポートの機能を設定できます。●

ポータルでは、請求処理や請求に関する会計情報の処理を実行できます。●

Cisco Clean Access API ユーティリティのスクリプト（cisco_api.jsp）では、管理者が CAM
上でローカル ユーザ アカウントを作成、削除、表示できる 3 つの機能が提供されます。
getlocaluserlist：ローカル ユーザおよびそのユーザ名とロール名のリストを返します。
addlocaluser：ユーザ名、パスワード、ロール名を指定します。 「Success」または「
Failure」を返します。deletelocaluser：ユーザ名または「ALL」（リスト全体を削除）を指定
します。 「Success」または「Failure」を返します。

●

アクティブでない（インバンド モード）場合、Cisco Clean Access の非アクティビティ タ
イマーはユーザをログアウトします。

●

関連情報

Cisco NAC アプライアンスに関するサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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