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概要

この資料のこの目的は接続されたモービル エクスペリエンスのゲスト ポータル設定によってクラ
イアント登録によってネットワーク管理者をガイドすることです（CMX）。

社会的な登録 ログイン、SMS およびカスタム ポータルを使用してネットワークに登録し、認証
するべき CMX 有効ユーザ。 この資料では、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）のコンフィ
ギュレーションのステップの外観および CMX は見つけることができます。

前提条件

要件

CMX は基礎設定で正しく設定する必要があります。

エクスポートすることは Prime Infrastructure からマップをオプションです。

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ワイヤレス コントローラ バージョン 8.2.166.0、8.5.110.0 および 8.5.135.0。●

Cisco Connected Mobile Experiences（CMX）クラウド バージョン 10.3.0-62、10.3.1-35。
10.4.1-22。

●

設定



ネットワーク図

このでは無線ネットワークへのユーザ/クライアントを、CMX を使用して認証する資料 2 さまざ
まな方法は、記述されます。

最初に、社会的ネットワーク アカウントを使用して認証を設定することは SMS を使用して、そ
して認証記述されます。

両方のシナリオで、クライアントは CMX によって認証を使用して SSID で登録することを試み
ます。

WLC はユーザが認証を受けるためにプロンプト表示されるところで HTTP トラフィックをに
CMX リダイレクトします。 CMX は登録するのにクライアントに使用するべきポータルの設定が
たらい両方社会的なアカウントおよび SMS 含まれています。

下記に、登録 手続のフローは記述されています:

クライアントは SSID に加入することを試み、ブラウザを開きます。1.
要求されたサイトにアクセスできることの代りに、WLC によってゲスト ポータルにリダイ
レクトされます。

2.

クライアントは彼の資格情報を提供し、認証を受けることを試みます。3.
認証プロセスを用いる CMX 取り引き。4.
、今成功すれば完全なインターネット アクセスはクライアントに提供されます。5.
クライアントは頭文字によって要求されるサイトにリダイレクトされます。6.

使用されるトポロジーは次のとおりです:

設定

SMS による認証

 SMS による Cisco CMX 割り当てクライアント認証。 この方式は HTMLページを設定することを
必要とします従ってユーザはシステムに資格情報を提供できます。既定のテンプレートは CMX
によってネイティブで提供され、カスタム 1 と編集されるか、または取替えられる以降である場
合もあります。

 テキストメッセージ サービスは Twilio との CMX を統合によって、テキストメッセージを送信
し、受け取ることを割り当てるクラウド通信プラットフォーム行われます。 門脈物より多くが使
用されればそれを意味するポータルごとの電話番号を持っている Twilio 割り当てが、ポータルご

https://www.twilio.com/


との 1 つの電話番号必要となります。

A. WLC Configuration

WLC 側では、SSID および ACL は両方設定されます。 AP はコントローラにおよび走行状態で加
入する必要があります。

 ACL1.
 ACL が WLC で設定される HTTP トラフィックを許可して必要となります。 ACL を設定するた
めに、Security-> アクセスコントロール Lists->Add 新しいルールに行って下さい。

使用する IP は CMX のために設定されるものです。 これは WLC と CMX 間の HTTP トラフィッ
クを可能にします。 図 belows は "10.48.39.100" が CMX IP アドレスをどこに意味するか作成さ
れた ACL に示します。

 2. WLAN

従ってポータルとの統合は、WLAN の変更を行う必要があるセキュリティポリシー行われます。

最初に、WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2 セキュリティ、ドロップダウンので『None』 を選択
すれば、そうすればレイヤ2 セキュリティに到達されて無効に されます。 それから、同じ
Security タブで、レイヤ3 への変更。 次にレイヤ3 セキュリティ ドロップダウン メニューで、
Web ポリシーおよびパススルーを選択して下さい。 事前認証 ACL では、SMS 認証が提供する必
要があるそれぞれ WLAN にそれをバインドするために前もって設定される IPv4 ACL を選択して
下さい。 オプション上書きグローバル な構成は有効に し、Web Auth タイプは（外部サーバにリ
ダイレクトして下さい）外部である必要があります、従ってクライアントは CMX サービスにリ
ダイレクトすることができます。 URL は CMX SMS 認証ポータルと http:// <CMX-
IP>/visitor/login である形式同じである必要があります。



B. Twilio

CMX はテキストメッセージ サービスに Twilio 統合を提供します。 資格情報は Twilio のアカウン
トが正しく設定された後提供されます。 アカウント SID および AUTH トークンは両方必要です
。

Twilio にサービスの設定のプロセスによって文書化されています自身のコンフィギュレーション
必要条件があります。 CMX と統合前に、Twilio サービスは CMX とそれを使用する前に検出する
ことができます Twilio 設定と関連するテストされた meanning 問題である場合もあります。

C. CMX 設定

きちんと CMX に追加されるコントローラおよび Prime Infrastructure からエクスポートされるマ
ップがあることを必要とします。

SMS 登録 ページ●

 登録ポータルのための既定のテンプレートがあります。 ポータルは CONNECT&ENGAGE-

https://www.twilio.com/


>Library を選択することを見つけることができます。 テンプレートがほしいと思う場合、ドロッ
プダウン メニューのテンプレートを選択して下さい。

Twilio をポータルと統合、Twilio 設定に行き、アカウント ID および Auth トークンを提供するた
め。 統合が正常である場合、Twilio アカウントで使用される数はポップアップ。

  

社会的ネットワーク アカウントによる認証

社会的ネットワーク アカウントを使用しているクライアントを認証することはネットワーク管理
者が CMX に Facebook 有効な APP 識別を追加するように要求します。

A. WLC の設定

WLC 側では、SSID および ACL は両方設定されます。 AP はコントローラにおよび走行状態で加
入しますあるはずです。

 1. ACL

 同様にここでは WLC で認証方式 HTTPS を、HTTPS トラフィックを可能にする ACL 設定する
必要があります使用しています。 ACL を設定するために、Security-> アクセスコントロール
Lists->Add 新しいルールに行って下さい。

CMX IP が WLC と CMX 間の HTTPS トラフィックを許可するのに使用されなければなりません
。 （この例で、CMX IP は 10.48.39.100）あります



 Facebook URL の DNS ACL を持っていることもまた必要です。 、Secuity でこれを行うため- >
アクセス コントロール リスト（ACL）前もって設定された ACL （この場合 CMX_Auth）のエン
トリを検出し、青い矢印にエントリの端にマウスを移動し、追加取除きます URL を選択して下さ
い。 後 URLストリングのその型 Facebook の URL は指名し、追加します。

 2. WLAN 

セキュリティポリシーは登録が、作成されるように要求する WLAN の特定の設定がはたらくこと
ができるように変更します。

、第 1 は WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2 セキュリティ、ドロップダウンので『None』 を選択
すれば、そうすればレイヤ2 セキュリティに得られる SMS 登録のために以前にされるように無効
に なります。 、同じ Security タブで、レイヤ3 への変更。 次にレイヤ3 セキュリティ ドロップ
ダウン メニューで、Web ポリシーおよびパススルーを選択して下さい。 事前認証 ACL では、
Facebook による認証が提供する必要があるそれぞれ WLAN にそれをバインドするために前もっ
て設定される IPv4 ACL を選択して下さい。 オプション上書きグローバル な構成は有効に し、
Web Auth タイプは（外部サーバにリダイレクトして下さい）外部である必要があります、従っ
てクライアントは CMX サービスにリダイレクトすることができます。 今回、URL が次の形式
https:// <CMX-IP>/visitor/login で、ある必要があることに注目して下さい。



B. 開発者用の Facebook

Facebook および 2 人の部品の間で交換される適切なトークンがあるために CMX のために統合が
、Facebook アプリケーション必要となります。

アプリケーションを作成することを開発者用の Facebook に行って下さい。 いくつかのアプリケ
ーション コンフィギュレーション必要条件がサービスを統合ためにあります。

アプリケーションで設定はクライアントが OAuth ログインおよび Web OAuth ログイン 有効に
なることを確かめます。 また OAuth 有効なリダイレクト URI に https で、CMX URL があること
を、確認して下さい: //<CMX-IP>/visitor/login 形式。

アプリケーションを送達してもらうためにおよび CMX と統合ために用意するためにそれにパブ
リックをすることを必要とします。 その、アプリケーション Review->Make <App-Name> パブ
リックに行きますか。 そしてはいに状態を変更して下さい。

https://developers.facebook.com/


C. CMX 設定

きちんと CMX に追加されるコントローラおよび Prime Infrastructure からエクスポートされるマ
ップがあることを必要とします。

登録 ページ●

CMX の登録 ページを、同じステップは SMS 登録 ページのためのページを作成するために以前
にされると作成するために実行する必要があります。 CONNECT&ENGAGE->Library を選択して
、eddited 準備ができたテンプレート ポータルはドロップダウン メニューのテンプレートの選択
によって検索することができます。

Facebook 資格情報によって登録はポータルは会合アカウント接続があるように要求します。 そ
れを全く最初からすることは、CONTENT->Common Elements->Social Auth に得られるカスタム
ポータルを作成するとき Facebook を選択し。 それから Facebook から得られるアプリケーショ
ン名前およびアプリケーション ID （キー）を挿入して下さい。

カスタム ポータルによる認証

カスタム ポータルを使用しているクライアントを認証することは類似した外部 Web 認証を設定
するためにです。 リダイレクションは CMX でホストされたカスタマイズされたポータルに行わ
れます。

A. WLC の設定

WLC 側では、SSID および ACL は両方設定されます。 AP はコントローラにおよび走行状態で加
入しますあるはずです。

 1. ACL

 同様にここでは WLC で認証方式 HTTPS を、HTTPS トラフィックを可能にする ACL 設定する
必要があります使用しています。 ACL を設定するために、Security-> アクセスコントロール
Lists->Add 新しいルールに行って下さい。



CMX IP が WLC と CMX 間の HTTPS トラフィックを許可するのに使用されなければなりません
。 （この例で、CMX IP は 10.48.71.122）あります。 

注: CMX CLI のコマンド「cmxctl ノード sslmode 有効」の発行によって CMX の ssl を有効
に することを確かめて下さい。

 2. WLAN 

セキュリティポリシーは登録が、作成されるように要求する WLAN の特定の設定がはたらくこと
ができるように変更します。

、第 1 は WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2 セキュリティ、ドロップダウンので『None』 を選択
すれば、そうすればレイヤ2 セキュリティに得られる SMS および社会的ネットワーク 登録のた
めに以前にされるように無効に なります。 、同じ Security タブで、レイヤ3 への変更。 次にレ
イヤ3 セキュリティ ドロップダウン メニューで、Web ポリシーおよびパススルーを選択して下
さい。 事前認証 ACL では、前もって設定される IPv4 ACL を（この例のネームド
CMX_HTTPS）選択し、それぞれ WLAN にそれをバインドして下さい。 オプション上書きグロ
ーバル な構成は有効に し、Web Auth タイプは（外部サーバにリダイレクトして下さい）外部で
ある必要があります、従ってクライアントは CMX サービスにリダイレクトすることができます
。 今回、URL が次の形式 https:// <CMX-IP>/visitor/login で、ある必要があることに注目して下さ
い。



C. CMX 設定

きちんと CMX に追加されるコントローラおよび Prime Infrastructure からエクスポートされるマ
ップがあることを必要とします。

登録 ページ●

CMX の登録 ページを、同じステップ他の認証方式のためのページを作成するために以前にされ
ると作成するため。 CONNECT&ENGAGE->Library を選択して、編集されること準備ができたテ
ンプレート ポータルはドロップダウン メニューのテンプレートの選択によって検索することがで
きます。

正常な登録のためのポータルは（「カスタム」選択すれば）全く最初からされる CMX ライブラ
リで利用可能な「登録用紙」テンプレートをから適応させることができます。



確認

WLC

ユーザがシステムで successefully、WLC GUI の認証されたかどうか確認することは MONITOR-
>Clients に、行き、リストのクライアントの MAC アドレスを捜します:

 クライアント Policy Manager 状態が走行状態にあることを詳細のクライアントの MAC アドレス
を、確認しますクリックすれば:

CMX

CONNECT&ENGAGE タブの開始によって何人ユーザが CMX で認証されるか確認することは可
能性のあるです:



ユーザ 詳細を、同じタブで、右上はチェックするために、ビジター「Search」をクリックします
:

トラブルシューティング

要素間の相互対話のフローをチェックするために、WLC それをすることができるいくつかのデバ
ッグがあります:

>デバッグ クライアント <MAC addr1> <MAC addr2> （一人以上のクライアントの MAC アドレ
スを入力して下さい）

>Webauth リダイレクト有効 MAC <MAC addr> をデバッグして下さい（Webauth クライアント
の MAC アドレスを入力して下さい）

>Webauth webportal サーバ有効をデバッグして下さい

>debug aaa all enable

これは解決することを割り当てますデバッグしもし必要なら、何人かのパケット キャプチャが補
足するのに使用することができます。
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