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Cisco ISE ゲストサービス
Cisco Identity Services Engine（ISE）ゲストサービスを使用すると、ビジター、請負業者、コンサ
ルタント、顧客などのゲストにセキュアなネットワークアクセスを提供することができます。

Cisco ISEの基本ライセンスを持つゲストをサポートでき、会社のインフラストラクチャと機能の
要件に応じて複数の展開オプションから選択できます。

Cisco ISEは、企業のネットワークおよび内部リソースとサービスへのゲスト（および従業員）の
オンボーディングを行うWebベースのモバイルポータルを提供します。

管理者ポータルで、ゲストポータルおよびスポンサーポータルの作成と編集、ゲストタイプの

定義によるゲストアクセス権限の設定、ゲストアカウントの作成と管理のためのスポンサー権限

の割り当てを行うことができます。

分散環境のエンドユーザのゲストポータルとスポンサーポータル

Cisco ISEのエンドユーザWebポータルは、管理ペルソナ、ポリシーサービスペルソナ、および
モニタリングペルソナに基づき、設定、セッションサポート、およびレポート機能を提供しま

す。
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管理ノード

エンドユーザポータルでユーザまたはデバイスに対して行う設定変更は、すべて管理ノードに書

き込まれます。プライマリ管理ノードに障害が発生した場合、エンドユーザポータルにログイン

できますが、プライマリノードが再起動するか、またはセカンダリノードを昇格するまで、ユー

ザまたはデバイスを作成、編集、または削除することはできません。

ポリシーサービスノード

エンドユーザポータルはポリシーサービスノードで実行する必要があります。ここでは、ネッ

トワークアクセス、クライアントプロビジョニング、ゲストサービス、ポスチャ、およびプロ

ファイリングを含むすべてのセッショントラフィックが処理されます。ポリシーサービスノー

ドがノードグループに含まれる場合、ノードで障害が発生すると、他のノードが障害を検出し、

保留中のセッションをリセットします。

モニタリングノード

モニタリングノードは、デバイスポータル、スポンサーポータル、およびゲストポータルでの

エンドユーザおよびデバイスのアクティビティについて、データを収集、集約、およびレポート

します。プライマリモニタリングノードで障害が発生した場合は、セカンダリモニタリング

ノードが自動的にプライマリモニタリングノードになります。

ゲストアカウントとスポンサーアカウント
ゲストサービスでは、さまざまなタイプのユーザ（ゲスト、スポンサー、および従業員）がサ

ポートされています。管理者ポータルから、スポンサーのアクセス権限および機能サポートを定

義する必要があります。これで、スポンサーはスポンサーポータルにアクセスし、ゲストアカ

ウントを作成および管理します。

ゲストアカウントが作成されると、ゲストはSponsored-Guestポータルを使用してネットワークに
ログインおよびアクセスできます。またゲストは、アカウント登録ゲストポータルを使用して自

分自身を登録してから、ネットワークにアクセスすることで、独自のアカウントを作成すること

もできます。これらのアカウント登録ゲストは、ポータル設定に基づいて、ログインクレデン

シャルを受け取る前にスポンサーの承認が必要になる場合があります。ゲストは、ホットスポッ

トゲストポータルを使用してネットワークにアクセスすることもできます。このポータルでは、

ゲストアカウントやユーザ名およびパスワードなどのログインクレデンシャルを作成する必要は

ありません。

IDストア（ActiveDirectory、LDAP、内部ユーザなど）に含まれている従業員は、クレデンシャル
を持つゲストポータル（Sponsored-Guestポータルおよびアカウント登録ゲストポータル）が設定
されている場合には、これを使用してアクセスすることもできます。

ゲストアカウント

ゲストとは、通常、ネットワークへのアクセスを必要とする承認ユーザ、担当者、顧客、その他

の一時ユーザを表します。ただし、いずれかのゲスト展開シナリオを使用して、従業員のネット
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ワークアクセスを許可する場合は、従業員用のゲストアカウントを使用することもできます。

スポンサーポータルにアクセスして、スポンサーおよびアカウント登録ゲストによって作成され

たゲストアカウントを表示できます。

ゲストアカウントの管理

スポンサーポータルを使用して、承認ユーザ用の一時アカウントを作成し、企業ネットワークま

たはインターネットにセキュアにアクセスできるようにします。ゲストアカウントを作成した

後、スポンサーポータルを使用してそれらのアカウントを管理し、ゲストにアカウントの詳細を

提供できます。

ISE管理者は、次の方法のいずれかでスポンサーポータルにアクセスできます。

• [ゲストアクセス（Guest Access）]メニューから [アカウントの管理（Manage Accounts）]リ
ンクを使用：デフォルトのスポンサーポータルへのフルアクセス。

•スポンサーポータルから有効なスポンサーアカウントを使用：スポンサーが属するスポン
サーグループに基づく権限および制限。

Active Directoryなどの外部 IDストアの ISE管理者はスポンサーグループに所属できます。た
だし、内部管理者アカウント（たとえば、デフォルトの「admin」アカウント）はスポンサー
グループに含めることはできません。

（注）

手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [アカウントの管理（Manage Accounts）]をクリックして、管
理者ポータルからスポンサーポータルにアクセスします。

スポンサーポータルが表示されます。自動的に認証され、スポンサーポータルにログインしま

す。スポンサーポータルセッションが何らかの理由で終了した場合は、管理者ポータルからス

ポンサーポータルを起動するか、またはスポンサークレデンシャルを使用してスポンサーポータ

ルにログインします。管理者アカウントを使用してスポンサーポータルに直接ログインすること

はできません。

ステップ 2 スポンサーポータルを使用する方法については、『Sponsor Portal User Guide for Cisco Identity
Services Engine, Release 1.3』を参照してください。

ゲストタイプおよびユーザ ID グループ
ゲストアカウントをゲストタイプに関連付ける必要があります。ゲストタイプを使用して、ス

ポンサーは、ゲストアカウントに対して、さまざまなレベルのアクセス権や、さまざまなネット

ワーク接続時間を割り当てることができます。これらのゲストタイプは、特定のネットワーク
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アクセスポリシーに関連付けられます。 Cisco ISEには、次のデフォルトゲストタイプが含まれ
ます。

•担当者：長い期間（最大 1年）、ネットワークへのアクセスを必要とするユーザ。

•日次：1～ 5日間の短期間に、ネットワークリソースへのアクセスを必要とするゲスト。

•週次：2～ 3週間の間、ネットワークへのアクセスを必要とするユーザ。

ゲストアカウントを作成する場合、特定のスポンサーグループを特定のゲストタイプを使用す

るように制限することができます。このようなグループのメンバーは、そのゲストタイプに指定

された機能のみを持つゲストを作成できます。たとえば、スポンサーグループALL_ACCOUNTS
は担当者ゲストタイプのみを使用するように設定でき、スポンサーグループ OWN_ACCOUNTS
および GROUP_ACCOUNTSは日次または週次ゲストタイプを使用するに設定できます。また、
通常、アカウント登録ゲストポータルを使用するアカウント登録ゲストは、1日のみのアクセス
を必要とするため、これらのゲストには日次ゲストタイプを割り当てることができます。

ゲストタイプは、ゲストのユーザ IDグループを定義します。 [管理（Administration）] > [IDの管
理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [ユーザ IDグループ（User Identity Groups）]
で、ユーザ IDグループを設定できます。特定のゲストタイプの削除によってのみ、ゲストのユー
ザ IDグループを削除できます。

ゲストタイプのアクセス権限の設定

Cisco ISEから提供されるデフォルトのゲストタイプ、およびそのデフォルトのアクセス権限と設
定を使用できます。デフォルトオプションを使用しない場合、新しいゲストタイプを作成する

か、デフォルトのゲストタイプを編集して設定を変更できます。ゲストタイプを使用してすで

に作成されたゲストアカウントにすべての変更が適用されるわけではありません。また、ゲスト

タイプを複製して、同じアクセス権限を持つ新しいゲストタイプを作成できます。

各ゲストタイプに名前、説明、およびこのゲストタイプでゲストアカウントを作成できるスポ

ンサーグループのリストがあります。ゲストタイプに対して、アカウント登録ゲストにのみ使

用すること、（任意のスポンサーグループによる）ゲストアカウントの作成には使用しないこ

と、などを指定できます。

手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストタイプ（Guest Types）] > [作
成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]を選択します。

ステップ 2 [ゲストタイプ名（Guest type name）]および [説明（Description）]に基本識別情報を入力します。
使用する場所に関するメモを追加します。

ステップ 3 [言語（Languages）]をクリックして、このゲストタイプに表示されるカスタムフィールドおよ
びこのゲストタイプに送信されるアカウント有効期限通知に使用される言語を指定します。

ステップ 4 [カスタムフィールド（Custom Fields）]をクリックして、誕生日や代替電子メールアドレスな
ど、アカウント作成時にこのゲストタイプ用に収集する追加情報を選択します。
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これらのフィールドは、アカウント登録ゲストポータルの [アカウント登録ページの設定
（Self-Registration Page Settings）]およびスポンサー付きゲスト用スポンサーポータルの [既知の
ゲストのアカウント作成（Create Accounts for Known Guests）]の [カスタムフィールド（Custom
Fields）]リストに表示されます。

ステップ 5 このゲストタイプに割り当てられているゲストがどの日のどの時間帯にどれだけの時間ネット

ワークに接続できるかを [最大アクセス時間（Maximum Access Time）]に指定します。
[最大アカウント有効期間（MaximumAccountDuration）]を変更した場合、その変更は初期設定を
使用して作成されたゲストアカウントには適用されません。

ステップ 6 [ログインオプション（Login Options）]で、最大ユーザセッション数、ゲストが最大数を超えた
場合に実行する操作、ゲストがキャプティブなクレデンシャルを持つゲストポータルをバイパス

できるかどうかなどを指定します。

ステップ 7 [アカウント有効期限通知（Account Expiration Notification）]情報に、アカウントの期限が切れる
前にゲストに事前に通知する方法、通知の言語、および通知手段（電子メールまたはテキスト）

を指定します。

ステップ 8 [スポンサーグループ（Sponsor Groups）]で、このゲストタイプを使用してゲストアカウントを
作成できるグループの名前を選択します。このゲストタイプを使用できないようにする場合は、

どのスポンサーグループにも割り当てないでください。リストにスポンサーグループがある場合

は、それらを削除します。

次の作業

•このゲストタイプを使用するスポンサーグループを作成または変更します。

•該当する場合は、アカウント登録ゲストポータルで、このゲストタイプをアカウント登録
ゲストに割り当てます。

ゲストタイプの無効化

ゲストアカウントで使用されているゲストタイプのうち、最後に残ったゲストタイプは削除で

きません。使用されているゲストタイプを削除するには、最初にそのゲストタイプが使用でき

なくなることを確認します。

手順

ステップ 1 必要に応じて、次のいずれか 1つまたは両方を実行します。

• [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストタイプ（Guest Type）]を
選択し、[スポンサーグループ（Sponsor Groups）]の特定のゲストタイプを使用して、すべ
てのスポンサーグループを削除します。これにより、すべてのスポンサーが新しいゲスト

アカウントの作成に使用されることを効果的に回避できます。
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• [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストポータル（Guest Portals）]
を選択します。特定のゲストタイプを使用しているアカウント登録ゲストポータルを選択

し、アカウント登録ゲストの割り当てゲストタイプを変更します。

ステップ 2 [保存（Save）]をクリックし、[閉じる（Close）]をクリックします。

期限切れのゲストアカウントの消去

ゲストアカウントがアカウント有効期間（スポンサーがアカウントを作成するときに定義）の終

了に達すると、そのアカウントは失効します。ゲストアカウントが期限切れになった場合、影響

を受けるゲストはネットワークにアクセスできません。スポンサーは、期限切れになったアカウ

ントを、消去される前に延長することができます。ただし、アカウントが消去された場合、スポ

ンサーは、新しいアカウントを作成する必要があります。

期限切れになったゲストアカウントが消去された場合、関連するエンドポイントおよびレポート

情報とロギング情報は保持されます。

Cisco ISEは、デフォルトで 15日ごとに期限切れになったゲストアカウントを自動的に消去しま
す。 [次回消去日（Date of next purge）]は、次の消去の発生時期を示します。次のことも実行で
きます。

•消去と消去の間の特定の間隔で指定された曜日に消去をスケジュールする。

•必要に応じて、即時に強制的に消去を行う。

消去が実行されるようにスケジュールされているときにCisco ISEサーバがダウンした場合は、消
去は行われません。消去プロセスは、サーバがその時点で動作していれば、次にスケジュールさ

れている消去時に再度実行されます。

手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲストアカウント消去ポリシー（Guest
Account Purge Policy）]を選択します。

ステップ 2 次のオプションのいずれかを選択します。

•期限切れのゲストアカウントレコードを即時に消去するには、[今すぐ消去（Purge Now）]
をクリックします。

•消去をスケジュールするには、[期限切れのゲストアカウントの消去のスケジュール（Schedule
purge of expired guest accounts）]をオンにします。
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各消去の完了後に、[次回消去日（Date of next purge）]が次にスケジュールされて
いる消去に合わせてリセットされます。

（注）

ステップ 3 LDAPおよびActive Directoryユーザ用にCisco ISEデータベースに保持されているユーザに固有の
ポータルレコードが、非アクティブの状態で何日経過すると消去されるかを指定します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）]をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

ゲストアカウント作成用のカスタムフィールドの追加

ゲストアクセスを提供する場合、名前、電子メールアドレス、電話番号以外の情報をゲストから

収集する必要がある場合があります。Cisco ISEには、会社のニーズに固有の、ゲストに関する追
加情報の収集に使用できるカスタムフィールドが用意されています。ゲストタイプおよびアカ

ウント登録ゲストポータルとスポンサーポータルにカスタムフィールドを関連付けることがで

きます。 Cisco ISEはデフォルトのカスタムフィールドを提供しません。

手順

ステップ 1 すべてのゲストポータルとスポンサーポータルのカスタムフィールドを追加、編集、または削

除するには、[ゲストアクセス（GuestAccess）]> [設定（Settings）]> [カスタムフィールド（Custom
Fields）]を選択します。

ステップ 2 [カスタムフィールド名（Custom Field Name）]に入力し、ドロップダウンリストからデータタ
イプを選択し、カスタムフィールドに関する追加情報を提供するのに役立つヒントテキストを入

力します。たとえば、Date of Birthと入力し、[Date-MDY]を選択して、日付形式に関するヒント
としてMM/DD/YYYYを入力します。

ステップ 3 [追加（Add）]をクリックします。
カスタムフィールドがリストにアルファベット順またはソート順序のコンテキストで表示されま

す。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）]をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

カスタムフィールドを削除すると、ゲストタイプの [カスタムフィールド（Custom
Fields）]リスト、およびアカウント登録ゲストポータルとスポンサーポータルの設定
で選択できなくなります。フィールドが使用されている場合、[削除（Delete）]は無効
になります。

（注）

次の作業

目的のカスタムフィールドを含めることが可能です。

•そのゲストタイプで作成されたアカウントにこの情報が含まれるようにゲストタイプを定
義する場合。ゲストタイプのアクセス権限の設定, （4ページ）を参照してください。
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•ゲストアカウントの作成時にスポンサーが使用するスポンサーポータルを設定する場合。
スポンサーポータルのアカウント作成の設定を参照してください。

•アカウント登録ゲストポータルを使用してアカウント登録ゲストからの情報を要求する場
合。アカウント登録ゲストポータルの作成, （27ページ）を参照してください。

電子メールでの通知用の電子メールアドレスおよび SMTP サーバの指定
Cisco ISEでは、スポンサーおよびゲストに、情報と手順を通知する電子メールを送信できます。
これらの電子メールでの通知を配信するように SMTPサーバを設定できます。また、ゲストに通
知を送信する電子メールアドレスを指定できます。

スポンサーは、ゲストに手動で電子メールでの通知を送信して、ログインクレデンシャルおよび

パスワードリセット手順を配信できます。スポンサーは、アカウント登録ゲストの承認を要求す

る、電子メールでの通知を受信することもできます。

ポータル設定中に、ゲストがアカウント登録に成功した後、ログインクレデンシャルの電子メー

ル通知がゲストに自動的に送信されるようにできます。

手順

ステップ 1 電子メール設定を指定し、すべてのゲストポータルおよびスポンサーポータルのSMTPサーバを
設定するには、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲスト電子メールの設定
（Guest Email Settings）]を選択します。

ステップ 2 SMTPサーバをさらに追加する場合は、[管理（Administration）] > [システム（System）] > [設定
（Settings）] > [SMTPサーバ（SMTP Server）]を選択します。
通知を有効にするように SMTPサーバを設定します。

[ゲストへの電子メール通知を有効にする（Enable email notifications to guests）]はデフォルトでオ
ンになっています。この設定を無効にした場合、ゲストは、ゲストポータルとスポンサーポー

タルの設定中に有効にした他の設定に関係なく、電子メールでの通知を受信しません。

ステップ 3 ゲストに電子メールでの通知を送信するために指定されている [デフォルトの送信元メールアドレ
ス（Default “From” email address）]を入力します。たとえば、donotreply@yourcompany.comと入
力します。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

•ゲストのアカウントを作成したスポンサーからの通知をゲストが受信するようにする場合
は、[スポンサーの電子メールアドレスから通知を送信する（スポンサードの場合）（Send
notifications from sponsor's email address (if sponsored)）]をオンにします。アカウント登録ゲ
ストは、デフォルトの電子メールアドレスから通知を受信します。
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•ゲストがスポンサードかアカウント登録かに関係なく通知を受信するようにする場合は、[常
にデフォルトの電子メールアドレスから通知を送信する（Always send notifications from the
default email address）]をオンにします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）]をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

ゲストアクセスのロケーションと SSID の割り当て
ロケーションを設定し、そのロケーションでゲストが使用できる、ネットワークの Service Set
Identifier（SSID）を設定できます。ロケーションは、ゲストアカウントに適用するタイムゾーン
の決定、およびゲストに適用する有効な時間範囲とその他の時間パラメータの定義に役立ちます。

これらのロケーションをアカウント登録ゲストが使用できるようにし、かつ、ゲストアカウント

の登録に使用するために、これらのロケーションおよび SSIDをスポンサーに提供できます。

ゲストアカウントにロケーションと SSIDを割り当てても、ゲストが他のロケーションにログ
インすることは防止できません。

（注）

手順

ステップ 1 すべてのゲストポータルおよびスポンサーポータルのロケーションと SSIDを追加、編集、また
は削除するには、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲストロケーション
および SSID（Guest Locations and SSIDs）]を選択します。

ステップ 2 [ゲストロケーション（Guest Locations）]：
a) [ロケーション名（Location name）]に入力し、ドロップダウンリストからタイムゾーンを選
択します。

b) [追加（Add）]をクリックします。
ロケーション名および関連タイムゾーンが、アルファベット順またはソート順序のコンテキス

トでリストに表示されます。タイムゾーンのデフォルト形式では、ロケーションの名前、タ

イムゾーンの名前、および GMTオフセットはスタティックであり、これらを変更できませ
ん。 GMTオフセットは夏時間の変更によって変更されません。

ロケーションを削除すると、そのロケーションは、スポンサーグループのゲストロケー

ションのリストで選択できなくなり、アカウント登録ゲストとスポンサーポータルの

設定に使用できなくなります。名前が使用されている場合、[削除（Delete）]は無効に
なります。

（注）

ステップ 3 [ゲスト SSID（Guest SSIDs）]：
a) 指定したロケーションでゲストが使用できるネットワークの SSID名を入力します。
b) [追加（Add）]をクリックします。

SSIDは、アルファベット順に表示されます。
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SSIDを削除すると、その SSIDは、スポンサーグループおよびスポンサーポータルの
設定で使用するために選択されているゲストのロケーションで使用できなくなります。

SSIDが使用されている場合、[削除（Delete）]ボタンは無効になります。

（注）

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）]をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

次の作業

新しいロケーションまたは SSIDを追加すると、次のことが可能になります。

•スポンサーがゲストアカウントを作成するときに使用できる SSIDを提供します。スポン
サーポータルのポータル設定を参照してください。

•スポンサーがゲストアカウントを作成するときに使用できるロケーションおよび関連するタ
イムゾーンを割り当てます。スポンサーグループのスポンサー権限の設定, （15ページ）
を参照してください。

•アカウント登録ゲストポータルを使用して、アカウント登録ゲストのロケーションおよび関
連するタイムゾーンを割り当てます。アカウント登録ゲストポータルの作成,（27ページ）
を参照してください。

ゲストパスワードポリシーのルール

Cisco ISEには、ゲストユーザパスワードについて次の組み込みルールがあります。

•ゲストパスワードポリシーに対する変更は、ゲストパスワードの期限が切れて変更が必要
になるまで、既存のアカウントに影響しません。

•パスワードは大文字と小文字を区別します。

•これらの特殊文字 <>/%は、使用できません。

•最小長および最小必須文字数は、すべてのパスワードに適用されます。

•パスワードとユーザ名を同じにすることはできません。

•新規パスワードと既存パスワードを同じにすることはできません。

•ゲストアカウントの期限切れとは異なり、ゲストはパスワードが期限切れになる前に通知を
受信しません。ゲストパスワードが期限切れになった場合は、スポンサーがパスワードを

ランダムパスワードにリセットするか、ゲストが現在のログインクレデンシャルを使用し

てログインしてからパスワードを変更することができます。

ゲストパスワードポリシーと有効期限の設定

すべてのゲストポータルとスポンサーポータルのゲストパスワードポリシーを定義できます。

ゲストパスワードポリシーでは、すべてのゲストアカウントのパスワードの生成方法を決定し

ます。パスワードポリシーは、アルファベット、数字、特殊文字を組み合わせて作成することが
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できます。また、ゲストパスワードが期限切れになるまでの日数を設定し、ゲストにパスワード

のリセットを要求することができます。これは、すべてのゲストに影響を与えるグローバル設定

です。

手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲストパスワードポリシー（Guest
Password Policy）]を選択します。

ステップ 2 ゲストパスワードの [最小パスワード長（Minimum password length）]（文字数）を入力します。

ステップ 3 パスワードの作成にゲストが使用できる各文字セットの文字を指定します。

[許可される文字数と最小値（Allowed Characters and Minimums）]で次のいずれか 1つのオプショ
ンを選択して、ゲスト用のパスワードポリシーを指定します。

•各文字セットのすべての文字を使用します。

•特定の文字の使用を防止するには、ドロップダウンメニューから [カスタム（Custom）]を
選択し、その文字を事前定義済みの完全なセットから削除します。

ステップ 4 各セットから、使用する最小文字数を入力します。

4つの文字セットの必須文字数の合計が、全体の最小パスワード長を超えないようにする必要が
あります。

ステップ 5 [パスワードの有効期限（Password Expiration）]で、次のいずれか 1つを選択します。

•最初のログイン後にゲストがパスワードを変更する必要がある頻度を指定します（日数）。
期限切れになる前にゲストがパスワードをリセットしないと、次回に元のログインクレデン

シャルを使用してネットワークにログインするときに、パスワードを変更するように促され

ます。

•パスワードを無期限に設定します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）]をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

次の作業

パスワード要件を提示するためのパスワードポリシーに関連したエラーメッセージをカスタマイ

ズする必要があります。

1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [Sponsored-Guestポータル
（Sponsored-Guest Portal）]、[アカウント登録ゲストポータル（Self-RegisteredGuest Portals）]、
[スポンサーポータル（Sponsor Portals）]、または [デバイスポータル（My Devices Portals）]
> [編集（Edit）] > [ポータルページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [エラーメッ
セージ（Error Messages）]を選択します。

2 キーワード「policy」を検索します。
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ゲストユーザ名ポリシーのルール

Cisco ISEには、ゲストユーザ名ポリシーについて次の組み込みルールがあります。

•ゲストユーザ名ポリシーに対する変更は、ゲストアカウントの期限が切れて変更が必要に
なるまで、既存のアカウントに影響しません。

•ユーザ名は、大文字と小文字が区別されます。

•これらの特殊文字 <>/%は、使用できません。

•最小長および最小必須文字数は、電子メールアドレスに基づいたユーザ名を含め、すべての
システム生成ユーザ名に適用されます。

•ユーザ名の手動生成（インポートファイル内など）では、ユーザ名の最小長のみが適用され
ます。

•ユーザ名とパスワードを同じにすることはできません。

•ゲストは、パスワードが期限切れになる前に通知を受信しません。

ゲストユーザ名ポリシーの設定

ゲストの電子メールアドレスまたは名と姓に基づいてゲストユーザ名を作成できます。また、

ゲストユーザ名は、アルファベット、数字、特殊文字をランダムに組み合わせて作成することが

できます。スポンサーがランダムアカウントを作成する場合、単一の操作で複数のゲストのユー

ザ名を生成する場合、またはゲスト名と電子メールアドレスが使用可能でない場合は、ランダム

ゲストユーザ名ポリシーが使用されます。これは、すべてのゲストに影響を与えるグローバル設

定です。

手順

ステップ 1 すべてのゲストポータルとスポンサーポータルのゲストユーザ名ポリシーを定義するには、[ゲ
ストアクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲストユーザ名ポリシー（Guest Username
Policy）]を選択します。

ステップ 2 ゲストユーザ名の [ユーザ名の最小長（Minimum username length）]（文字数）を入力します。

ステップ 3 [既知のゲストのユーザ名基準（Username Criteria for Known Guests）]で次のいずれか 1つのオプ
ションを選択して、既知のゲストのユーザ名を作成するためのポリシーを指定します。

ステップ 4 [ランダムに生成されるユーザ名で使用できる文字（Characters Allowed in Randomly-Generated
Usernames）]で次のいずれか 1つのオプションを選択して、ゲストのランダムユーザ名を作成す
るためのポリシーを指定します。

•各文字セットのすべての文字を使用します。
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•特定の文字の使用を防止するには、ドロップダウンメニューから [カスタム（Custom）]を
選択し、その文字を事前定義済みの完全なセットから削除します。

ステップ 5 各セットから、使用する最小文字数を入力します。

3つの文字セットからの合計文字数は、[ユーザ名の最小長（Minimum username length）]に指定さ
れている数を超えないようにする必要があります。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。設定の更新を保存しない場合は、[リセット（Reset）]をク
リックして、最後に保存した値に戻します。

次の作業

ユーザ名要件を提示するためのユーザ名ポリシーに関連したエラーメッセージをカスタマイズす

る必要があります。

1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [Sponsored-Guestポータル
（Sponsored-Guest Portal）]、[アカウント登録ゲストポータル（Self-RegisteredGuest Portals）]、
[スポンサーポータル（Sponsor Portals）]、または [デバイスポータル（My Devices Portals）]
> [編集（Edit）] > [ポータルページのカスタマイズ（Portal Page Customization）] > [エラーメッ
セージ（Error Messages）]を選択します。

2 キーワード「policy」を検索します。

SMS 通知用の SMS ゲートウェイの設定
ゲストとスポンサーへの SMS通知の配信に使用する SMSゲートウェイを設定できます。 Cisco
ISEでは、SMSゲートウェイを追加する予定がない場合に、この目的のために選択する必要があ
るデフォルトの SMSゲートウェイ（Click-A-Tell）が提供されます。この SMSサービスプロバイ
ダーは、SMS対応デバイスを持つすべてのユーザに通知します。サービスを使用する前に
Click-A-Tellのアカウントを設定する必要があります。

ただし、SMS通知の送信にかかる会社の経費を最小化するために、Verizonや AT&Tなど、無料
SMSサービスを提供するSMSプロバイダーおよびアカウント登録ゲストが使用するプロバイダー
を追加することを推奨します。

スポンサーが、ゲストに手動で SMS通知を送信して、ログインクレデンシャルおよびパスワー
ドリセット手順を配信することを許可できます。また、ポータル設定中に、アカウント登録が成

功したゲストに、ログインクレデンシャルの SMS通知が自動的に送信されるようにできます。

手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [SMSゲートウェイ（SMS Gateway）]を
選択します。

ステップ 2 SMSゲートウェイをさらに追加する場合は、[管理（Administration）] > [システム（System）] >
[設定（Settings）] > [SMSゲートウェイ（SMS Gateway）]を選択します。
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ステップ 3 [保存（Save）]をクリックし、[閉じる（Close）]をクリックします。

次の作業

新しい SMSゲートウェイを追加すると、次のことが可能になります。

•期限切れのアカウントに関する SMS通知をゲストに送信するときに、SMSサービスプロバ
イダーを選択します。ゲストタイプのアクセス権限の設定, （4ページ）を参照してくだ
さい。

• [アカウント登録（Self-Registration）]フォームでアカウント登録ゲストに示される選択肢と
して、SMSプロバイダーのうちのどれを表示するかを指定します。アカウント登録ゲスト
ポータルの作成, （27ページ）を参照してください。

•情報が使用可能なゲストのゲストアカウントを作成するときにスポンサーが使用できる、
SMSサービスプロバイダーを提供します。スポンサーポータルのアカウント作成の設定を
参照してください。

スポンサーアカウント

スポンサーは、スポンサーポータルを使用してゲストアカウントを作成できる内部ユーザの特殊

なタイプです。他の内部ユーザと同様、Cisco ISEでは、ローカルデータベースあるいは外部の
Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）またはMicrosoft Active Directory IDストアによりス
ポンサーを認証します。外部ソースを使用しない場合、Cisco ISEでスポンサー用の内部ユーザ
アカウントを作成する必要があります。

スポンサーグループ

スポンサーグループ設定は、スポンサーの権限および設定を定義します。 Cisco ISEには、次の
デフォルトのスポンサーグループがあります。

• ALL_ACCOUNTS：Cisco ISEネットワーク内のすべてのゲストアカウントを管理できるスポ
ンサー。システム管理者として、ユーザはデフォルトでこのスポンサーグループに属して

います。

• GROUP_ACCOUNTS：同じスポンサーグループのスポンサーが作成したゲストアカウント
を管理できるスポンサー。

• OWN_ACCOUNTS：自分が作成したゲストアカウントのみを管理できるスポンサー。

特定のスポンサーグループで使用可能な機能をカスタマイズでき、それによりスポンサーポータ

ルの機能を制限または拡張できます。次に例を示します。

•スポンサーが 1回の操作で複数のゲストアカウントを作成することを許可できます。

•スポンサーが作成したゲストアカウントを他のスポンサーが管理することを制限できます。

•ゲストパスワードをスポンサーが表示することを制限できます。
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•アカウント登録ゲストからの要求を承認または拒否する権限をスポンサーに付与できます。

•スポンサーがゲストアカウントを削除、一時停止、および回復することを許可できます。

•スポンサーグループを無効にして、スポンサーポータルにメンバーがログインすることを
防ぐことができます。

スポンサーアカウントの作成およびスポンサーグループへの割り当て

内部スポンサーユーザアカウントを作成し、スポンサーポータルを使用できるスポンサーを指

定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [IDの管理（IdentityManagement）] > [ID（Identities）] > [ユーザ（Users）]
を選択します。適切なユーザ IDグループに内部スポンサーユーザアカウントを割り当てます。

ステップ 2 [ゲストアクセス（GuestAccess）] > [設定（Configure）] > [スポンサーグループ（SponsorGroups）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]を選択し、[メンバー（Members）]をクリッ
クします。スポンサーユーザ IDグループをスポンサーグループにマッピングします。

次の作業

スポンサーで使用するために、追加で組織に固有のユーザ IDグループを作成することもできま
す。 [管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [ユー
ザ IDグループ（User Identity Groups）]を選択します。

スポンサーグループのスポンサー権限の設定

Cisco ISEによって提供されているデフォルトのスポンサーグループと、それぞれのデフォルト設
定および権限を使用できます。デフォルトオプションを使用しない場合、新しいスポンサーグ

ループを作成するか、またはデフォルトのスポンサーグループを編集して設定を変更できます。

スポンサーグループを複製して、同じ設定と権限を持つ追加スポンサーグループを作成すること

もできます。

スポンサーグループを無効にすることができます。無効になったグループのメンバーはスポン

サーポータルにログインできなくなります。 Cisco ISEによって提供されているデフォルトのス
ポンサーグループ以外のスポンサーグループを削除できます。
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手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（GuestAccess）] > [設定（Configure）] > [スポンサーグループ（SponsorGroups）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]を選択します。

ステップ 2 [スポンサーグループ名（Sponsor group name）]および [説明（Description）]に ID情報を入力し
ます。

ステップ 3 [メンバー（Members）]をクリックして、ユーザ IDグループを選択し、スポンサーグループにメ
ンバーとして追加します。

ステップ 4 事前定義済みリストから [このスポンサーグループはゲストタイプを使用してアカウントを作成
できる（This sponsor group can create accounts using these guest types）]を指定します。 [次の場所に
ゲストタイプを作成（Create Guest Types at）]オプションを使用して、このスポンサーグループ
に割り当てる追加のゲストタイプを作成できます。

ステップ 5 [ゲストが訪問するロケーションを選択（Select the locations that guests will be visiting）]を使用し
て、ゲストアカウントの作成時にスポンサーグループのスポンサーが選択できるロケーション

（ゲストの時間帯の設定に使用）を指定します。[次の場所にゲストロケーションを設定（Configure
guest locations at）]オプションを使用して、選択できるロケーションをさらに追加できます。
これによって、ゲストが他のロケーションからログインできなくなることはありません。

ステップ 6 インポートオプション（ゲスト情報を使用して生成されたアカウントの場合）またはユーザ名プ

レフィクスオプション（ランダムに生成されたアカウントの場合）を使用して、スポンサーが複

数のゲストアカウントを作成できるかどうか、およびその作成方法を指定します。また、一度に

作成できるアカウントの量を指定できます。

ステップ 7 [スポンサーが管理可能（Sponsor Can Manage）]を使用して、スポンサーグループのメンバーが
表示および管理できるゲストアカウントを制限します。

ステップ 8 [スポンサーの権限（Sponsor Can）]を使用して、スポンサーグループのメンバーに、ゲストのパ
スワードおよびアカウントに関連する追加の権限を提供します。

[スポンサーが管理可能（Sponsor Can Manage）]でスポンサーグループに割り当てられた権限に
よって、スポンサーがこれらの操作を実行できるゲストアカウントが定義されます。

ステップ 9 [保存（Save）]をクリックし、[閉じる（Close）]をクリックします。

ゲストポータル
社外の人が企業のネットワークを使用してインターネットまたはネットワーク内のリソースおよ

びサービスにアクセスしようとしている場合、さまざまなゲストポータルを介してネットワーク

アクセスを提供することができます。

ユーザ名とパスワードを要求しないホットスポットゲストポータルを使用するか、またはログイ

ンクレデンシャルを使用するクレデンシャルを持つゲストポータルを使用して、ログインするこ

とができます。Cisco ISEでこの機能を有効にすることが望ましい場合は、従業員であっても、企
業のネットワークへのアクセスにこれらのゲストポータルを使用することができます。
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クレデンシャルを持つゲストポータルには次の 2種類があります。

• Sponsored-Guestポータル：ゲストアカウントを作成するスポンサーによって、ネットワーク
アクセスが付与されます。

•アカウント登録ゲストポータル：ゲストも自分自身のアカウントを作成できますが、ネット
ワークアクセスが付与される前にスポンサーの承認が必要になる場合があります。

Cisco ISEには、事前定義済みのデフォルトポータルのセットを含む複数のゲストポータルをCisco
ISEサーバでホストする機能が用意されています。デフォルトのポータルテーマには、管理者
ポータルからカスタマイズできる標準のシスコブランドが適用されています。組織に固有のイ

メージ、ロゴ、およびカスケーディングスタイルシート（CSS）ファイルをアップロードして、
ポータルをさらにカスタマイズすることもできます。

ゲストポータルのログインコードとクレデンシャル

Cisco ISEでは、ゲストにさまざまなタイプのクレデンシャルを使用したログインを要求すること
によって、保護されたネットワークアクセスを提供します。ゲストがこれらのクレデンシャルの

1つまたは組み合わせを使用してログインすることを要求できます。

•ユーザ名：必須。エンドユーザポータル（ホットスポットゲストポータルを除く）を使用
するすべてのゲストに適用され、ユーザ名ポリシーから取得されます。ユーザ名ポリシーは

システムによって生成されたユーザ名のみに適用され、ゲストAPIプログラミングインター
フェイスまたはアカウント登録プロセスを使用して指定されたユーザ名には適用されませ

ん。 [ゲストアクセス（GuestAccess）] > [設定（Settings）] > [ゲストユーザ名ポリシー（Guest
Username Policy）]で、ユーザ名に適用するポリシーを設定できます。ゲストは、電子メー
ル、SMS、または印刷形式で、ユーザ名の通知を受け取ることができます。

•パスワード：必須。エンドユーザポータル（ホットスポットゲストポータルを除く）を使
用するすべてのゲストに適用され、パスワードポリシーから取得されます。 [ゲストアクセ
ス（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [ゲストパスワードポリシー（Guest Password
Policy）]で、パスワードに適用するポリシーを設定できます。ゲストは、電子メール、SMS、
または印刷形式で、パスワードの通知を受け取ることができます。

•アクセスコード：オプション。ホットスポットゲストポータルおよびクレデンシャルを持
つゲストポータルを使用するゲストに適用されます。アクセスコードは、物理的に存在す

るゲストに対して指定される、主にローカルで認識されるコードです（ホワイトボードに

よって視覚的に、またはロビーアンバサダーにより口頭で）。ネットワークにアクセスす

るために、屋外にいる誰かに知られたり使用されたりすることはありません。アクセスコー

ドの設定を有効にした場合、次のようになります。

◦スポンサー付きゲストは、[ログイン（Login）]ページで（ユーザ名およびパスワード
とともに）これを入力するよう求められます。

◦ホットスポットゲストポータルを使用するゲストは、[利用規定（Acceptable Use Policy
(AUP)）]ページでこれを入力するよう求められます。
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•登録コード：オプション。アカウント登録ゲストに適用され、アカウント登録ゲストに提供
される方法においてアクセスコードと似ています。登録コード設定が有効な場合、アカウ

ント登録ゲストはアカウント登録フォームでこれを入力するよう求められます。

ユーザ名とパスワードは、社内のスポンサーが（スポンサー付きゲストに対して）提供できます。

または、ゲストが自分自身を登録してこれらのクレデンシャルを取得できるように、クレデンシャ

ルを持つゲストポータルを設定できます。

ホットスポットゲストポータルを使用したゲストアクセス

Cisco ISEでは、「ホットスポット」というアクセスポイントを含むネットワークアクセス機能
が提供されます。これを使用すると、ゲストは、ログインするためのクレデンシャルを必要とせ

ずに、インターネットにアクセスできます。ゲストがコンピュータまたはWebブラウザを搭載し
た任意のデバイスでホットスポットネットワークに接続して、Webサイトに接続しようとする
と、自動的にホットスポットゲストポータルにリダイレクトされます。この機能では、有線接

続と無線接続（Wi-Fi）の両方がサポートされます。

ホットスポットゲストポータルは代替となるゲストポータルで、これを使用すると、ゲストに

ユーザ名とパスワードを要求することなく、ネットワークアクセスを提供することができ、ゲス

トアカウントを管理する必要性が軽減されます。代わりに、ゲストデバイスにネットワークア

クセスを直接提供するために、Cisco ISEはネットワークアクセスデバイス（NAD）およびデバ
イス登録Web認証（デバイス登録WebAuth）とともに動作します。場合によって、ゲストは、
アクセスコードを使用してログインするよう要求されることがあります。通常、これは社内に物

理的に存在しているゲストにローカルに提供されるコードです。

ホットスポットゲストポータルをサポートしている場合：

•ホットスポットゲストポータルの設定に基づいて、ゲストアクセスの条件を満たしている
場合、ゲストにネットワークアクセスが付与されます。

• Cisco ISEによってデフォルトのゲスト IDグループ GuestEndpointsが提供され、これを使用
して、ゲストデバイスを一元的に追跡できます。

クレデンシャルを持つゲストポータルを使用したゲストアクセス

クレデンシャルを持つゲストポータルを使用して、外部ユーザの内部ネットワークおよびサービ

スと、インターネットへの一時アクセスを識別し許可することができます。スポンサーは、ポー

タルの [ログイン（Login）]ページでこれらのクレデンシャルを入力することによって、ネット
ワークにアクセスできる承認ユーザの一時的なユーザ名およびパスワードを作成できます。

次のように取得したユーザ名とパスワードを使用してゲストがログインできるように、クレデン

シャルを持つゲストポータルを設定できます。

•スポンサーから付与されます。このゲストフローでは、ゲストは、社内に入って個人のゲ
ストアカウントで設定されたとき、ロビーアンバサダーなどのスポンサーによるグリーティ

ングを受け取ります。
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•オプションの登録コードまたはアクセスコードを使用して自分自身を登録した後に付与され
ます。このゲストフローでは、ゲストは人間の介入なしでインターネットにアクセスでき、

これらのゲストにコンプライアンスに使用可能な一意の識別子があることがCisco ISEによっ
て保障されます。

•オプションの登録コードまたはアクセスコードを使用して自分自身を登録した後に付与され
ます。ただし、ゲストアカウントの要求がスポンサーによって承認された後のみです。こ

のゲストフローでは、ゲストにネットワークへのアクセスが提供されますが、追加のスク

リーニングレベルが実行された後でのみ提供されます。

Cisco ISEでは、複数のクレデンシャルを持つゲストポータルを作成し、これを使用してさまざま
な基準に基づいてゲストアクセスを許可することができます。たとえば、日次訪問者に使用され

るポータルとは別の、月次担当者向けのポータルを設定できます。

クレデンシャルを持つゲストポータルを使用した従業員アクセス

クレデンシャルを持つゲストポータルに割り当てられた IDソース順序に含まれている従業員は、
これらのポータルを使用して、従業員クレデンシャルを使用してサインインすることによって、

ネットワークにアクセスすることもできます。

次のように取得したユーザ名とパスワードを使用してゲストがログインできるように、クレデン

シャルを持つゲストポータルを設定できます。

ゲストデバイス登録とコンプライアンス

現在、ゲストは、ゲストポータルへのログイン時に、自動的に自分のデバイスを登録することが

できます。また、ゲストタイプに定義されている最大数まで追加デバイスを登録することもでき

ます。これらのデバイスは、ゲストが使用するポータルのタイプに基づいて、エンドポイントの

IDグループに登録されます。ホットスポットゲストポータルでは、選択されたエンドポイント
の IDグループが使用され、クレデンシャルを持つゲストポータルでは、エンドポイントの IDグ
ループがゲストのゲストタイプに従って定義されます。

ゲストおよび非ゲストがクレデンシャルを持つゲストポータルを介してネットワークにアクセス

した場合、アクセスを許可する前に、そのデバイスのコンプライアンスをチェックすることがで

きます。ゲストおよび非ゲストを [クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]ページ
にルーティングして、最初にポスチャエージェントをダウンロードするよう要求することができ

ます。このエージェントは、ポスチャプロファイルをチェックし、デバイスが準拠しているかど

うかを検証します。これは、クレデンシャルを持つゲストポータルで、[ゲストデバイスのコン
プライアンス設定（Guest DeviceCompliance Settings）]のオプションを有効にすることで実行でき
ます。これによって、[クライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]ページがゲストフ
ローの一部として表示されます。

クライアントプロビジョニングサービスでは、ゲストのポスチャ評価および修復が提供されま

す。クライアントプロビジョニングポータルは、中央Web認証（CWA）のゲスト展開でのみ使
用できます。ゲストログインフローによって CWAが実行され、クレデンシャルを持つゲスト
ポータルは、利用規定やパスワード変更のチェックを実行した後、クライアントプロビジョニン
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グポータルにリダイレクトされます。いったんポスチャが評価されると、ポスチャサブシステ

ムはネットワークアクセスデバイスに対して許可変更（CoA）を実行し、クライアント再接続を
再認証します。

ゲストデバイスがネットワークアクセスを失い続ける

問題

ゲストがデバイス上で繰り返しネットワーク接続を失い、デバイスに再接続を要求します。

クレデンシャルを持つゲストポータルを設定して、ゲストに対して特定の数のアクティブユーザ

（ネットワーク）セッション数を制限できます。この状況は、ゲストが設定された数を超えるデ

バイスをネットワークに接続している場合に発生します。ゲストが属するゲストタイプのデフォ

ルト設定を変更するには、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストタ
イプ（Guest Types）]を選択して、[最大同時ログイン数（Maximum simultaneous logins）]の数を
変更します。

原因

サプリカント内のユーザクレデンシャルがデバイスでキャッシュされ、デバイスがネットワーク

接続を維持することを許可しています。ただし、ゲストのユーザセッション数が設定された数の

みに制限されているため、登録デバイスではネットワークへの接続と接続解除が繰り返されます。

ソリューション

ゲストはネットワークを切断することで、未使用のデバイスのネットワークセッションを強制的

に終了することができます。

ゲストポータルの設定タスク

デフォルトポータルと、証明書、エンドポイント IDグループ、IDソース順序、ポータルテー
マ、イメージ、およびCisco ISEによって提供されるその他の詳細などのデフォルト設定を使用で
きます。デフォルト設定を使用しない場合は、新しいポータルを作成するか、必要性に合うよう

に既存の設定を編集する必要があります。同じ設定で複数のポータルを作成する場合は、ポータ

ルを複製できます。

新しいポータルを作成したり、デフォルトポータルを編集した後は、ポータルの使用を承認する

必要があります。いったんポータルの使用を承認すると、後続の設定変更はただちに有効になり

ます。

ポータルを削除する場合は、関連付けられている許可ポリシールールおよび許可プロファイルを

先に削除するか、別のポータルを使用するように変更する必要があります。

さまざまなゲストポータルの設定に関連するタスクについては、この表を参照してください。
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アカウント登録ゲスト

ポータル

Sponsored-Guest ポータ
ル

ホットスポットゲスト

ポータル

タスク

必須必須必須ポリシーサービスの有

効化, （21ページ）

必須必須必須証明書の追加, （22
ページ）

必須必須N/A外部 IDソースの作成,
（22ページ）

必須必須N/AIDソース順序の作成,
（23ページ）

不要（ゲストタイプに

よって定義される）

不要（ゲストタイプに

よって定義される）

必須エンドポイント IDグ
ループの作成

N/AN/A必須ホットスポットゲスト

ポータルの作成, （24
ページ）

N/A必須N/ASponsored-Guestポータ
ルの作成, （26ペー
ジ）

必須N/AN/Aアカウント登録ゲスト

ポータルの作成, （27
ページ）

必須必須必須ポータルの許可, （30
ページ）

オプションオプションオプションゲストポータルのカス

タマイズ, （31ペー
ジ）

ポリシーサービスの有効化

Cisco ISEエンドユーザWebポータルをサポートするには、ホストするノードでポータルポリシー
サービスを有効にする必要があります。
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手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 ノードをクリックして、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 [全般設定（General Settings）]タブで、[ポリシーサービス（Policy Service）]をオンにします。

ステップ 4 [セッションサービスの有効化（Enable Session Services）]オプションをオンにします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

証明書の追加

デフォルトの証明書を使用しない場合は、有効な証明書を追加して、証明書グループタグに割り

当てることができます。すべてのエンドユーザWebポータルに使用されるデフォルトの証明書グ
ループタグは [デフォルトポータル証明書グループ（Default Portal Certificate Group）]です。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）]を選択します。

ステップ 2 システム証明書を追加し、ポータルに使用する証明書グループタグに割り当てます。

この証明書グループタグは、ポータルを作成または編集するときに選択できるようになります。

ステップ 3 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作
成または編集（Create or Edit）] > [ポータル設定（Portal Settings）]を選択します。

ステップ 4 新しく追加された証明書に関連付けられた [証明書グループタグ（Certificate group tag）]ドロップ
ダウンリストから特定の証明書グループタグを選択します。

外部 ID ソースの作成
Cisco ISEでは、Active Directory、LDAP、RADIUSトークン、RSA SecurIDサーバなどの外部 ID
ソースに接続して、認証/許可のユーザ情報を取得できます。外部 IDソースには、証明書ベース
の認証に必要な証明書認証プロファイルも含まれています。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [外部 IDソース（External Identity
Sources）]を選択します。

ステップ 2 次のオプションのいずれかを選択します。
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• [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）]：証明書ベースの認証の場合。

• [Active Directory]：外部 IDソースとして Active Directoryに接続する場合。

• [LDAP]：LDAP IDソースを追加する場合。

• [RADIUSトークン（RADIUS Token）]：RADIUSトークンサーバを追加する場合。

• [RSA SecurID]：RSA SecurIDサーバを追加する場合。

ID ソース順序の作成

はじめる前に

Cisco ISEに外部 IDソースを設定していることを確認します。

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。

ゲストユーザがローカルWebAuthを使用して認証できるようにするには、ゲストポータル認証
ソースと IDソース順序に同じ IDストアが含まれるように設定する必要があります。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [IDソース順序（Identity Source
Sequences）] > [追加（Add）]を選択します。

ステップ 2 IDソース順序の名前を入力します。また、任意で説明を入力できます。

ステップ 3 [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）]チェックボックスをオンにし、証明
書ベースの認証のための証明書認証プロファイルを選択します。

ステップ 4 [選択済み（Selected）]リストボックスの IDソース順序に含めるデータベースを選択します。

ステップ 5 Cisco ISEがデータベースを検索する順序に [選択済み（Selected）]リストのデータベースを並べ
替えます。

ステップ 6 [高度な検索リスト（Advanced Search List）]領域で、次のいずれかのオプションを選択します。

• [順序内の他のストアにアクセスせず、AuthenticationStatus属性をProcessErrorに設定（Donot
access other stores in the sequence and set the AuthenticationStatus attribute to ProcessError）]：最初
に選択された IDソースでユーザが見つからないとき、Cisco ISEが検索を中止する場合。

• [ユーザが見つからなかったとして処理し、順序内の次のストアに進む（Treat as if theuserwas
not found and proceed to the next store in the sequence）]：最初に選択された IDソースでユーザ
が見つからないとき、Cisco ISEが順序内の他の選択された IDソースの検索を続行する場合。

Cisco ISEでは、要求の処理中にこれらの IDソースが順番に検索されます。 [選択済み
（Selected）]リストに、Cisco ISEが IDソースを検索する順序で IDソースが表示されている
ことを確認します。
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ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックして IDソース順序を作成すると、その後この IDソース順序をポリ
シーで使用できます。

エンドポイント ID グループの作成
Cisco ISEでは、検出したエンドポイントを、対応するエンドポイント IDグループにグループ化
します。 Cisco ISEでは、システム定義された複数のエンドポイントの IDグループが事前に用意
されています。 [エンドポイント IDグループ（Endpoint Identity Groups）]ページで追加のエンド
ポイント IDグループを作成することもできます。作成したエンドポイント IDグループを編集ま
たは削除できます。システム定義されたエンドポイント IDグループの説明のみを編集できます。
これらのグループの名前を編集したり、これらのグループを削除したりすることはできません。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [グループ（Groups）] > [エンドポ
イント IDグループ（Endpoint Identity Groups）]を選択します。

ステップ 2 [追加（Add）]をクリックします。

ステップ 3 作成するエンドポイント IDグループの名前を入力します（エンドポイント IDグループの名前に
スペースを入れないでください）。

ステップ 4 作成するエンドポイント IDグループの説明を入力します。

ステップ 5 [親グループ（ParentGroup）]ドロップダウンリストをクリックして、新しく作成したエンドポイ
ント IDグループを関連付けるエンドポイント IDグループを選択します。

ステップ 6 [送信（Submit）]をクリックします。

ホットスポットゲストポータルの作成

ホットスポットゲストポータルを提供して、ゲストが、ログインにユーザ名とパスワードを要求

されずにネットワークに接続できるようにすることができます。ログインにアクセスコードを要

求できます。

新しいホットスポットゲストポータルを作成するか、既存のものを編集または複製できます。

Cisco ISEによって提供されているデフォルトのポータルを含むすべてのホットスポットゲスト
ポータルを削除できます。

[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior andFlowSettings）]タブのページ設定に加え
た変更は、ゲストフロー図のグラフィカルフローに反映されます。 AUPページなどのページを
有効にすると、そのページがフローに表示され、ゲストはポータルで使用できるようになります。

無効にすると、フローから削除され、次に有効なページがゲストに表示されます。

[認証成功の設定（Authentication Success Settings）]を除くすべてのページ設定は、任意です。
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はじめる前に

このポータルで使用するために、必要な証明書とエンドポイント IDグループが設定されているこ
とを確認します。

手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作
成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]を選択します。

ステップ 2 新しいポータルを作成する場合は、[ゲストポータルの作成（Create Guest Portal）]ダイアログ
ボックスで、ポータルタイプとして [ホットスポットゲストポータル（Hotspot Guest Portal）]を
選択し、[続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 3 ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）]および [説明（Description）]を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 4 [言語ファイル（Language File）]ドロップダウンメニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 5 [ポータルの設定（Portal Settings）]でポート、イーサネットインターフェイス、証明書グループ
タグ、エンドポイント IDグループなどのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を
定義します。

ステップ 6 特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。

• [利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]：利用規定に同意
することをゲストに要求します。

• [ポストログインバナーページの設定（Post-Login Banner Page Settings）]：必要に応じて、ゲ
ストにアクセスステータスおよびその他の追加アクションを通知します。

• [VLAN DHCPリリースページの設定（VLAN DHCP Release Page Settings）]：ゲストデバイ
スの IPアドレスをゲスト VLANから解放し、ネットワークの他の VLANにアクセスするよ
うに更新します。

• [認証成功の設定（Authentication Success Settings）]：認証されたゲストに対する表示内容を
指定します。

• [サポート情報ページの設定（Support Information Page Settings）]：ネットワークアクセスの
問題のトラブルシューティングのために Help Deskによって使用される情報をゲストが提供
するのを支援します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。システム生成の URLがポータルテスト URLとして表示され
ます。この URLを使用して、ポータルにアクセスし、テストすることができます。

次の作業

ポータルを使用するには、そのポータルを許可する必要があります。ポータルを使用できるよう

に許可する前または後に、ポータルをカスタマイズすることもできます。
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Sponsored-Guest ポータルの作成
Sponsored-Guestポータルを提供して、指定されたスポンサーがゲストにアクセスを許可できるよ
うにすることができます。

新しいSponsored-Guestポータルを作成するか、既存のものを編集または複製できます。Cisco ISE
によって提供されているデフォルトのポータルを含む、任意のSponsored-Guestポータルを削除で
きます。

[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior andFlowSettings）]タブのページ設定に加え
た変更は、ゲストフロー図のグラフィカルフローに反映されます。 AUPページなどのページを
有効にすると、そのページがフローに表示され、ゲストはポータルで使用できるようになります。

無効にすると、フローから削除され、次に有効なページがゲストに表示されます。

次のすべてのページ設定によって、ゲスト用の利用規定（AUP）を表示し、その同意を要求する
ことができます。

•ログインページの設定（Login Page Settings）

•利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）

• BYOD設定（BYOD Settings）

はじめる前に

このポータルで使用するために、必要な証明書、外部 IDソース、および IDソース順序が設定さ
れていることを確認します。

手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作
成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]を選択します。

ステップ 2 新しいポータルを作成する場合は、[ゲストポータルの作成（Create Guest Portal）]ダイアログ
ボックスで、ポータルタイプとして [Sponsored-Guestポータル（Sponsored-Guest Portal）]を選択
し、[続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 3 ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）]および [説明（Description）]を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 4 [言語ファイル（Language File）]ドロップダウンメニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 5 [ポータルの設定（Portal Settings）]でポート、イーサネットインターフェイス、証明書グループ
タグ、IDソース順序などのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 6 特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。

• [ログインページの設定（Login PageSettings）]：ゲストクレデンシャルおよびログインガイ
ドラインを指定します。 [ゲストが自分のアカウントを作成することを許可する（Allowguests
to create their own accounts）]をオンにすると、アカウント登録ゲストは、このポータルを使
用して、独自のゲストアカウントを作成できます。デフォルトの設定を変更しない場合は、
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このポータルを使用してネットワークにアクセスするゲストのゲストアカウントをスポン

サーが作成する必要があります。

• [利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]：別の AUPペー
ジを追加し、クレデンシャルを持つゲストポータルを使用する従業員を含むゲスト用の利用

規定の動作を定義します。

• [従業員のパスワード変更の設定（Employee Change Password Settings）]：ゲストに、初めて
ログインした後にパスワードを変更するように指示します。

• [ゲストデバイス登録の設定（Guest Device Registration Settings）]：Cisco ISEに自動的にゲス
トデバイスが登録されるようにするか、またはゲストが手動でこれらのデバイスを登録でき

るページを表示するかどうかを選択します。

• [BYOD設定（BYODSettings）]：従業員が自分のパーソナルデバイスを使用してネットワー
クにアクセスすることを許可します。

• [ポストログインバナーページの設定（Post-LoginBanner Page Settings）]：ネットワークアク
セスを許可する前にゲストに追加情報を通知します。

• [ゲストデバイスのコンプライアンス設定（GuestDeviceComplianceSettings）]：ゲストを [ク
ライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]ページにルーティングし、最初にポス
チャエージェントをダウンロードするように要求します。

• [VLAN DHCPリリースページの設定（VLAN DHCP Release Page Settings）]：ゲストデバイ
スの IPアドレスをゲスト VLANから解放し、ネットワークの他の VLANにアクセスするよ
うに更新します。

• [認証成功の設定（Authentication Success Settings）]：認証されたゲストに対する表示内容を
指定します。

• [サポート情報ページの設定（Support Information Page Settings）]：ネットワークアクセスの
問題のトラブルシューティングのために Help Deskによって使用される情報をゲストが提供
するのを支援します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。システム生成の URLがポータルテスト URLとして表示され
ます。この URLを使用して、ポータルにアクセスし、テストすることができます。

次の作業

ポータルを使用するには、そのポータルを許可する必要があります。ポータルを使用できるよう

に許可する前または後に、ポータルをカスタマイズすることもできます。

アカウント登録ゲストポータルの作成

アカウント登録ゲストポータルを提供して、ゲストが自分自身を登録し、自分のアカウントを作

成して、ネットワークにアクセスできるようにすることができます。これらのアカウントに対し

ては、その後も、アクセスを許可する前に、スポンサーによる承認を要求できます。
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新しいアカウント登録ゲストポータルを作成するか、既存のものを編集または複製できます。

Cisco ISEによって提供されているデフォルトのポータルを含むすべてのアカウント登録ゲスト
ポータルを削除できます。

[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior andFlowSettings）]タブのページ設定に加え
た変更は、ゲストフロー図のグラフィカルフローに反映されます。 AUPページなどのページを
有効にすると、そのページがフローに表示され、ゲストはポータルで使用できるようになります。

無効にすると、フローから削除され、次に有効なページがゲストに表示されます。

次のすべてのページ設定によって、ゲスト用の利用規定（AUP）を表示し、その同意を要求する
ことができます。

•ログインページの設定（Login Page Settings）

•アカウント登録ページの設定（Self-Registration Page Settings）

•アカウント登録成功ページの設定（Self-Registration Success Page Settings）

•利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）

• BYOD設定（BYOD Settings）

はじめる前に

このポータルで使用するために、必要な証明書、外部 IDソース、および IDソース順序が設定さ
れていることを確認します。

手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作
成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]を選択します。

ステップ 2 新しいポータルを作成する場合は、[ゲストポータルの作成（Create Guest Portal）]ダイアログ
ボックスで、ポータルタイプとして [アカウント登録ゲストポータル（Self-RegisteredGuestPortal）]
を選択し、[続行（Continue）]をクリックします。

ステップ 3 ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）]および [説明（Description）]を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 4 [言語ファイル（Language File）]ドロップダウンメニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 5 [ポータルの設定（Portal Settings）]でポート、イーサネットインターフェイス、証明書グループ
タグ、IDソース順序などのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 6 特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。

• [ログインページの設定（Login PageSettings）]：ゲストクレデンシャルおよびログインガイ
ドラインを指定します。 [ゲストが自分のアカウントを作成することを許可する（Allowguests
to create their own accounts）]のデフォルト設定を変更しない場合、アカウント登録ゲストは、
このポータルを使用して、独自のゲストアカウントを作成できます。この設定を無効にし

た場合は、このポータルを使用してネットワークにアクセスするゲストのゲストアカウント

をスポンサーが作成する必要があります。
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• [アカウント登録ページの設定（Self-Registration Page Settings）]：ゲストが [アカウント登録
（Self-Registration）]フォームを送信した後のゲストエクスペリエンス以外に、アカウント
登録ゲストが読み取る情報、および [アカウント登録（Self-Registration）]フォームに入力す
る必要がある情報を指定します。

• [アカウント登録成功ページの設定（Self-Registration Success Page Settings）]：アカウント登
録が成功したゲストに対して [アカウント登録成功（Self-RegistrationSuccess）]ページに示さ
れる情報、および Cisco ISE登録されたゲストのゲストエクスペリエンスを指定します。

• [利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]：別の AUPペー
ジを追加し、クレデンシャルを持つゲストポータルを使用する従業員を含むゲスト用の利用

規定の動作を定義します。

• [従業員のパスワード変更の設定（Employee Change Password Settings）]：ゲストに、初めて
ログインした後にパスワードを変更するように指示します。

• [ゲストデバイス登録の設定（Guest Device Registration Settings）]：Cisco ISEに自動的にゲス
トデバイスが登録されるようにするか、またはゲストが手動でこれらのデバイスを登録でき

るページを表示するかどうかを選択します。

• [BYOD設定（BYODSettings）]：従業員が自分のパーソナルデバイスを使用してネットワー
クにアクセスすることを許可します。

• [ポストログインバナーページの設定（Post-LoginBanner Page Settings）]：ネットワークアク
セスを許可する前にゲストに追加情報を通知します。

• [ゲストデバイスのコンプライアンス設定（GuestDeviceComplianceSettings）]：ゲストを [ク
ライアントプロビジョニング（Client Provisioning）]ページにルーティングし、最初にポス
チャエージェントをダウンロードするように要求します。

• [VLAN DHCPリリースページの設定（VLAN DHCP Release Page Settings）]：ゲストデバイ
スの IPアドレスをゲスト VLANから解放し、ネットワークの他の VLANにアクセスするよ
うに更新します。

• [認証成功の設定（Authentication Success Settings）]：認証されたゲストに対する表示内容を
指定します。

• [サポート情報ページの設定（Support Information Page Settings）]：ネットワークアクセスの
問題のトラブルシューティングのために Help Deskによって使用される情報をゲストが提供
するのを支援します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。システム生成の URLがポータルテスト URLとして表示され
ます。この URLを使用して、ポータルにアクセスし、テストすることができます。

次の作業

ポータルを使用するには、そのポータルを許可する必要があります。ポータルを使用できるよう

に許可する前または後に、ポータルをカスタマイズすることもできます。
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ポータルの許可

ポータルを許可するときは、ネットワークアクセス用のネットワーク許可プロファイルおよび

ルールを設定します。

はじめる前に

ポータルを許可する前にポータルを作成する必要があります。

手順

ステップ 1 ポータルの特別な許可プロファイルを設定します。

ステップ 2 プロファイルの許可ポリシールールを作成します。

許可プロファイルの作成

各ポータルには、特別な許可プロファイルを設定する必要があります。

はじめる前に

デフォルトのポータルを使用しない場合は、許可プロファイルとポータル名を関連付けることが

できるように、最初にポータルを作成する必要があります。

手順

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [ポリシー要素（Policy Elements）] > [結果（Results）] > [許可
（Authorization）] > [許可プロファイル（Authorization Profiles）]を選択します。

ステップ 2 使用を許可するポータル名を使用して許可プロファイルを作成します。

次の作業

新しく作成される許可プロファイルを使用するポータル許可ポリシールールを作成する必要があ

ります。

許可ポリシールールの作成

ユーザ（ゲスト、スポンサー、従業員）のアクセス要求への応答に使用するポータルのリダイレ

クション URLを設定するには、そのポータル用の許可ポリシールールを定義する必要がありま
す。

url-redirectは、ポータルタイプに基づいて次の形式になります。

ip:port = IPアドレスとポート番号

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 1.3
30

ゲストアクセスの設定

ポータルの許可



PortalID =一意のポータル名

ホットスポットゲストポータル：
https://ip:port/guestportal/gateway?sessionID=SessionIdValue&portal=PortalID&action=cwa&type=drw

モバイルデバイス管理（MDM）ポータル：
https://ip:port/mdmportal/gateway?sessionID=SessionIdValue&portal=PortalID&action=mdm

手順

ステップ 1 [ポリシー（Policy）] > [許可（Authorization）]を選択して、[標準（Standard）]ポリシーで新しい
許可ポリシールールを作成します。

ステップ 2 [条件（Conditions）]には、ポータルの検証に使用するエンドポイント IDグループを選択します。
たとえば、ホットスポットゲストポータルの場合は、デフォルトの [GuestEndpoints]エンドポイ
ント IDグループを選択し、MDM、ポータルの場合は、デフォルトの [RegisteredDevices]エンド
ポイント IDグループを選択します。

ホットスポットゲストポータルは、Termination CoAだけを発行するため、ゲストポリ
シーセットの検証条件の 1つとして [Network Access:UseCase EQUALS Guest Flow]を使
用しないでください。

（注）

ステップ 3 [権限（Permissions）]には、作成したポータル許可プロファイルを選択します。

ゲストポータルのカスタマイズ

ポータルの外観およびユーザ（必要に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）エクスペリエ

ンスをカスタマイズするには、ポータルテーマをカスタマイズし、ポータルページの UI要素を
変更して、ユーザに表示されるエラーメッセージと通知を編集します。

スポンサーポータル
スポンサーポータルは、Cisco ISEゲストサービスの主要コンポーネントの1つです。スポンサー
ポータルを使用して、スポンサーは承認ユーザ用の一時アカウントを作成および管理し、企業ネッ

トワークまたはインターネットにセキュアにアクセスできるようにします。ゲストアカウントを

作成した後、スポンサーは、スポンサーポータルを使用して、印刷、電子メール送信、または携

帯電話による送信を行ってゲストにアカウントの詳細を提供することもできます。アカウント登

録ゲストに企業ネットワークへのアクセス権を提供する前に、スポンサーはゲストアカウントを

承認するように電子メールで要求されることがあります。

スポンサーポータルの設定

デフォルトポータルと、証明書、エンドポイント IDグループ、IDソース順序、ポータルテー
マ、イメージ、およびCisco ISEによって提供されるその他の詳細などのデフォルト設定を使用で
きます。デフォルト設定を使用しない場合は、新しいポータルを作成するか、必要性に合うよう
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に既存の設定を編集する必要があります。同じ設定で複数のポータルを作成する場合は、ポータ

ルを複製できます。

会社の営業所やその小売の場所にさまざまなブランディングがある場合、会社にさまざまな製品

ブランドがある場合、または市役所が火災、警察、およびその他の部門で異なるテーマのポータ

ルを必要とする場合は、複数のスポンサーポータルを作成することもできます。

これらは、スポンサーポータルの設定に関連するタスクです。

手順

ステップ 1 ポリシーサービスの有効化, （32ページ）。

ステップ 2 証明書の追加, （32ページ）。

ステップ 3 外部 IDソースの作成, （33ページ）。

ステップ 4 IDソース順序の作成, （33ページ）。

ステップ 5 スポンサーポータルの作成, （34ページ）。

ステップ 6 （任意） スポンサーポータルのカスタマイズ, （36ページ）。
ポータルの外観を変更する場合は、ポータルをカスタマイズできます。

ポリシーサービスの有効化

Cisco ISEエンドユーザWebポータルをサポートするには、ホストするノードでポータルポリシー
サービスを有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [展開（Deployment）]を選択します。

ステップ 2 ノードをクリックして、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 3 [全般設定（General Settings）]タブで、[ポリシーサービス（Policy Service）]をオンにします。

ステップ 4 [セッションサービスの有効化（Enable Session Services）]オプションをオンにします。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

証明書の追加

デフォルトの証明書を使用しない場合は、有効な証明書を追加して、証明書グループタグに割り

当てることができます。すべてのエンドユーザWebポータルに使用されるデフォルトの証明書グ
ループタグは [デフォルトポータル証明書グループ（Default Portal Certificate Group）]です。
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手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [システム（System）] > [証明書（Certificates）] > [システム証明書（System
Certificates）]を選択します。

ステップ 2 システム証明書を追加し、ポータルに使用する証明書グループタグに割り当てます。

この証明書グループタグは、ポータルを作成または編集するときに選択できるようになります。

ステップ 3 [ゲストアクセス（GuestAccess）] > [設定（Configure）] > [スポンサーポータル（Sponsor Portals）]
> [作成または編集（Create or Edit）] > [ポータル設定（Portal Settings）]を選択します。

ステップ 4 新しく追加された証明書に関連付けられた [証明書グループタグ（Certificate Group Tag）]ドロッ
プダウンリストから特定の証明書グループタグを選択します。

外部 ID ソースの作成
Cisco ISEでは、Active Directory、LDAP、RADIUSトークン、RSA SecurIDサーバなどの外部 ID
ソースに接続して、認証/許可のユーザ情報を取得できます。外部 IDソースには、証明書ベース
の認証に必要な証明書認証プロファイルも含まれています。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [外部 IDソース（External Identity
Sources）]を選択します。

ステップ 2 次のオプションのいずれかを選択します。

• [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）]：証明書ベースの認証の場合。

• [Active Directory]：外部 IDソースとして Active Directoryに接続する場合。

• [LDAP]：LDAP IDソースを追加する場合。

• [RADIUSトークン（RADIUS Token）]：RADIUSトークンサーバを追加する場合。

• [RSA SecurID]：RSA SecurIDサーバを追加する場合。

ID ソース順序の作成

はじめる前に

Cisco ISEに外部 IDソースを設定していることを確認します。

次のタスクを実行するには、スーパー管理者またはシステム管理者である必要があります。
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ゲストユーザがローカルWebAuthを使用して認証できるようにするには、ゲストポータル認証
ソースと IDソース順序に同じ IDストアが含まれるように設定する必要があります。

手順

ステップ 1 [管理（Administration）] > [IDの管理（Identity Management）] > [IDソース順序（Identity Source
Sequences）] > [追加（Add）]を選択します。

ステップ 2 IDソース順序の名前を入力します。また、任意で説明を入力できます。

ステップ 3 [証明書認証プロファイル（Certificate Authentication Profile）]チェックボックスをオンにし、証明
書ベースの認証のための証明書認証プロファイルを選択します。

ステップ 4 [選択済み（Selected）]リストボックスの IDソース順序に含めるデータベースを選択します。

ステップ 5 Cisco ISEがデータベースを検索する順序に [選択済み（Selected）]リストのデータベースを並べ
替えます。

ステップ 6 [高度な検索リスト（Advanced Search List）]領域で、次のいずれかのオプションを選択します。

• [順序内の他のストアにアクセスせず、AuthenticationStatus属性をProcessErrorに設定（Donot
access other stores in the sequence and set the AuthenticationStatus attribute to ProcessError）]：最初
に選択された IDソースでユーザが見つからないとき、Cisco ISEが検索を中止する場合。

• [ユーザが見つからなかったとして処理し、順序内の次のストアに進む（Treat as if theuserwas
not found and proceed to the next store in the sequence）]：最初に選択された IDソースでユーザ
が見つからないとき、Cisco ISEが順序内の他の選択された IDソースの検索を続行する場合。

Cisco ISEでは、要求の処理中にこれらの IDソースが順番に検索されます。 [選択済み
（Selected）]リストに、Cisco ISEが IDソースを検索する順序で IDソースが表示されている
ことを確認します。

ステップ 7 [送信（Submit）]をクリックして IDソース順序を作成すると、その後この IDソース順序をポリ
シーで使用できます。

スポンサーポータルの作成

スポンサーポータルを提供して、ネットワークに接続してインターネットと内部リソースおよび

サービスにアクセスするゲストのアカウントをスポンサーが作成、管理、および承認できるよう

にすることができます。

Cisco ISEでは、別のポータルを作成する必要なく使用できるデフォルトのスポンサーポータルが
用意されています。ただし、新しいスポンサーポータルを作成するか、既存のものを編集または

複製できます。デフォルトのスポンサーポータル以外のすべてのポータルを削除できます。

[ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior andFlowSettings）]タブの [ページ設定（Page
Settings）]で行った変更は、スポンサーフロー図のグラフィカルフローに反映されます。 [AUP]
ページなどのページを有効にすると、そのページがフローに表示され、スポンサーはポータルで
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それを確認します。無効にした場合は、そのページがフローから削除され、次に有効にされた

ページがスポンサーに表示されます。

はじめる前に

このポータルで使用するために、必要な証明書、外部 IDソース、および IDソース順序が設定さ
れていることを確認します。

手順

ステップ 1 [ゲストアクセス（GuestAccess）] > [設定（Configure）] > [スポンサーポータル（Sponsor Portals）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]を選択します。

ステップ 2 ポータルの一意の [ポータル名（Portal Name）]および [説明（Description）]を指定します。
ここで使用するポータル名が他のエンドユーザポータルに使用されていないことを確認します。

ステップ 3 [言語ファイル（Language File）]ドロップダウンメニューを使用して、ポータルで使用する言語
ファイルをエクスポートおよびインポートします。

ステップ 4 [ポータルの設定（Portal Settings）]でポート、イーサネットインターフェイス、証明書グループ
タグ、IDソース順序などのデフォルト値を更新し、ポータル全体に適用する動作を定義します。

ステップ 5 特定のページのそれぞれに適用される次の設定を更新してください。

• [ログインページの設定（Login Page Settings）]：スポンサークレデンシャルおよびログイン
ガイドラインを指定します。

• [利用規定（AUP）ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]：利用規定に同意
することをスポンサーに要求します。

• [スポンサーのパスワード変更設定（Sponsor Change Password Settings）]：スポンサーに、ロ
グインした後にパスワードを変更するように指示します。

• [ポストログインバナーページの設定（Post-LoginBanner Page Settings）]：ネットワークアク
セスを許可する前にスポンサーに追加情報を通知します。

• [スポンサーポータルアプリケーションの設定（Sponsor Portal Application Settings）]：[ポー
タルページのカスタマイズ（Portal PageCustomization）]タブに、アカウントの作成、管理、
承認、ゲストへの通知、ポータルおよびアカウントアクションメッセージに関連した追加

のポータルページがリスト表示されます。これらのページのカスタマイズ以外に、使用可

能な場合は、設定を指定できます。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。システム生成の URLがポータルテスト URLとして表示され
ます。この URLを使用して、ポータルにアクセスし、テストすることができます。

次の作業

ポータルの外観を変更する場合は、ポータルをカスタマイズできます。
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スポンサーポータルのカスタマイズ

ポータルの外観およびユーザ（必要に応じてゲスト、スポンサー、または従業員）エクスペリエ

ンスをカスタマイズするには、ポータルテーマをカスタマイズし、ポータルページの UI要素を
変更して、ユーザに表示されるエラーメッセージと通知を編集します。

スポンサーがスポンサーポータルにログインできない

問題

次のエラーメッセージは、スポンサーがスポンサーポータルにログインしようとしたときに表示

されます。

“Invalid username or password. Please try again.”

原因

•スポンサーが無効なクレデンシャルを入力しました。

•スポンサーは、ユーザレコードがデータベース（内部ユーザまたはActiveDirectory）にない
ため無効です。

•スポンサーが属するスポンサーグループは無効です。

•スポンサーの内部ユーザアカウントは無効（一時停止中）です。

ソリューション

•ユーザのクレデンシャルを確認します。

•スポンサーグループを有効にします。

•ユーザアカウントが無効になっている場合は復元します。

ゲストとスポンサーのアクティビティのモニタ
Cisco ISEは、エンドポイントおよびユーザ管理情報、およびゲストとスポンサーのアクティビ
ティを参照できるさまざまなレポートとログを提供します。 Cisco ISE 1.2レポートの一部は廃止
されましたが、情報は他のレポートで表示できます。

オンデマンドまたはスケジュールベースでこれらのレポートを実行できます。
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手順

ステップ 1 [操作（Operations）] > [レポート（Reports）]を選択します。

ステップ 2 レポートセレクタで、[ゲストアクセスレポート（Guest Access Reports）]および [エンドポイン
トとユーザ（Endpoints and Users）]選択を展開し、さまざまなゲスト、スポンサー、およびエン
ドポイントに関するレポートを表示します。

ステップ 3 レポートを選択し、[フィルタ（Filters）]ドロップダウンリストを使用して、検索するデータを
選択します。

ユーザ名、ポータル名、デバイス名、エンドポイント IDグループ、および他のデータについて
フィルタを使用できます。

ステップ 4 データを表示する [時間範囲（Time Range）]を選択します。

ステップ 5 [実行（Run）]をクリックします。

メトリックダッシュボード

Cisco ISEでは、Cisco ISEホームページに表示されるメトリックダッシュボードで、ネットワー
クの [認証されたゲスト（AuthenticatedGuests）]と [アクティブエンドポイント（ActiveEndpoints）]
を一目で確認できます。

AUP 受け入れステータスレポート
AUP受け入れステータスレポートには、すべてのゲストポータルからの、ゲストによる利用規
定（AUP）の受け入れのステータスが示されます。このレポートは、[操作（Operations）] > [レ
ポート（Reports）] > [ゲストアクセスレポート（Guest Access Reports）] > [AUP受け入れステー
タス（AUP Acceptance Status）]から使用できます。

レポートを使用して、特定の期間のすべての許可および拒否された AUP接続を追跡できます。

ゲストアカウンティングレポート

ゲストアカウンティングレポートは、指定された期間のゲストログイン履歴を表示します。こ

のレポートは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ゲストアクセスレポート（Guest
Access Reports）] > [ゲストアカウンティング（Guest Accounting）]で利用できます。

マスターゲストレポート

マスターゲストレポートは、さまざまなレポートからのデータを単一のビューへ結合して、複数

の異なるレポートソースからデータをエクスポートできるようにします。データカラムをさら
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に追加したり、表示またはエクスポートしないデータカラムを削除したりできます。このレポー

トは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ゲストアクセスレポート（Guest Access
Reports）] > [マスターゲスト（Master Guest）]で利用できます。このレポートには、非推奨のゲ
ストアクティビティレポートに含まれていた情報も含まれるようになりました。

このレポートはすべてのゲストアクティビティを収集し、ゲストユーザがアクセスしたWebサ
イトに関する詳細を提供します。このレポートをセキュリティ監査の目的で使用して、ゲスト

ユーザがいつネットワークにアクセスして、何を行ったかを確認できます。アクセスしたWebサ
イトの URLなどのゲストのインターネットアクティビティを表示するには、初めに次の操作を
行う必要があります。

•成功した認証のロギングカテゴリを有効にします。 [管理（Administration）] > [システム
（System）] > [ロギング（Logging）] > [ロギングカテゴリ（Logging Categories）]を選択し
て、[成功した認証（Passed authentications）]を選択します。

•ゲストトラフィックで使用するファイアウォールで次のオプションを有効にします。

◦ HTTPトラフィックを検査し、Cisco ISEモニタリングノードにデータを送信します。
Cisco ISEはゲストアクティビティレポートに対して IPアドレスおよびアクセスした
URLだけを必要とするため、可能な場合は、この情報だけが含まれるようにデータを制
限します。

◦ Cisco ISEモニタリングノードに syslogを送信します。

スポンサーのログインおよび監査レポート

スポンサーログインおよび監査レポートは、次を追跡する統合レポートです。

•スポンサーポータルでのスポンサーによるログインアクティビティ。

•スポンサーポータルでスポンサーが実行したゲスト関連の操作。

このレポートは、[操作（Operations）] > [レポート（Reports）] > [ゲストアクセスレポート（Guest
Access Reports）] > [スポンサーログインおよび監査（Sponsor Login andAudit）]で使用できます。

ゲストおよびスポンサーポータルの監査ロギング

ゲストポータルおよびスポンサーポータルで特定のアクションが実行されると、基礎となる監査

システムに監査ログメッセージが送信されます。デフォルトでは、これらのメッセージ

は、/opt/CSCOcpm/logs/localStore/iseLocalStore.logファイルに記録されます。

これらのメッセージを syslogによってモニタリング/トラブルシューティングシステムおよびログ
コレクタに送信するように設定することができます。モニタリングサブシステムによって、適切

なスポンサー、デバイス監査ログ、およびゲストのアクティビティログにこの情報が示されま

す。

ゲストログインフローは、ゲストログインが成功したか失敗したかにかかわらず、監査ログに

記録されます。
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ゲストアクセスの展開シナリオ
Cisco ISEでは、Cisco ISEゲストサービスとWeb認証サービスを使用したセキュアなゲストアク
セスを有効にするための複数の展開オプションがサポートされています。ローカルまたは中央

Web認証とデバイス登録Web認証を使用した有線または無線のゲスト接続を提供することができ
ます。

• [中央Web認証（Central WebAuth）]：すべてのゲストポータルに適用されます。Web認証
は、有線および無線の両方の接続要求に対して、中央 Cisco ISE RADIUSサーバによって実
行されます。ゲストデバイスの認証は、ゲストが、ホットスポットゲストポータルで任意

のアクセスコードを入力し、クレデンシャルを持つゲストポータルでユーザ名とパスワー

ドを入力した後、実行されます。

•ローカルWeb認証（ローカルWebAuth）：クレデンシャルを持つゲストポータルに適用さ
れます。ゲストへのWebページの提供は、有線接続の場合にはスイッチなどのネットワー
クアクセスデバイス（NAD）で、無線接続の場合にはワイヤレスLANコントローラ（WLC）
によって、ローカルに実行されます。ゲストデバイスの認証は、ゲストが、クレデンシャ

ルを持つゲストポータルでユーザ名とパスワードを入力した後、実行されます。

•デバイス登録Web認証（デバイス登録WebAuth）：ホットスポットゲストポータルにのみ
適用されます。Web認証は、Cisco ISEによってデバイスが登録され、使用が許可された後、
実行されます。ゲストは、有線または無線接続で（ユーザ名またはパスワードを入力しない

で）ネットワークにアクセスできるホットスポットゲストポータルに誘導されます。

中央 WebAuth プロセス対応の NAD
このシナリオでは、ネットワークアクセスデバイス（NAD）で、不明なエンドポイント接続から
Cisco ISERADIUSサーバへの新しい認証要求を作成します。これで、エンドポイントはCisco ISE
への URL-redirectを受け取ります。

ゲストデバイスが NADに接続されている場合、ゲストサービスのインタラクションは、ゲスト
ポータルの中央WebAuthのログインにつながるMAC認証バイパス（MAB）要求の形式を取りま
す。無線と有線の両方のネットワークアクセスデバイスに適用される後続の中央Web認証（中
央WebAuth）プロセスの概要は、次のとおりです。

1 ゲストデバイスは、有線接続によって NADに接続します。ゲストデバイス上に 802.1Xサプ
リカントはありません。

2 MABのサービスタイプを扱う認証ポリシーにより、MABが引き続き失敗し、中央WebAuth
ユーザインターフェイスの URL-redirectを含む制限付きネットワークプロファイルが返され
ます。

3 MAB要求を Cisco ISE RADIUSサーバにポストするよう NADが設定されます。

4 ゲストデバイスが再接続され、NADによってMAB要求が開始されます。
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5 Cisco ISERADIUSサーバでMAB要求が処理されますが、ゲストデバイスのエンドポイントが
見つかりません。このMABの失敗により、制限付きネットワークプロファイルが適用され、
プロファイル内の URL-redirect値が access-acceptで NADに返されます。

この機能をサポートするには、許可ポリシーが存在し、適切な有線または無線MAB（複合条
件下で）と、任意で「Session:PostureStatus=Unknown」条件が備わっていることを確認します。
NADでは、この値に基づいて、デフォルトポート 8443のすべてのゲスト HTTPSトラフィッ
クが URL-redirect値にリダイレクトされます。

この場合の標準の URL値は次のとおりです：https://ip:port/guestportal/
gateway?sessionId=NetworkSessionId&portal=<PortalID>&action=cwa。

6 ゲストデバイスはWebブラウザを使用して、任意の URLへの HTTP要求を開始します。

7 NADにより、最初の access-acceptから返された URL-redirect値に要求がリダイレクトされま
す。

8 CWAをアクションとしたゲートウェイ URL値は、ゲストポータルログインページにリダイ
レクトされます。

9 ゲストはログインクレデンシャルを入力してログインフォームを送信します。

10 ゲストサーバはログインクレデンシャルを認証します。

11 フローのタイプに応じて、次の処理が実行されます。

•クライアントプロビジョニングを実行するようにゲストポータルが設定されていない非
ポスチャフロー（これ以上の検証がない認証）の場合、ゲストサーバは CoAを NADに
送信します。この CoAにより、NADは Cisco ISE RADIUSサーバを使用してゲストデバ
イスを再認証します。設定されたネットワークアクセスとともに新しい access-acceptが
NADに返されます。クライアントプロビジョニングが未設定で、VLANを変更する必要
がある場合、ゲストポータルで VLAN IPの更新が行われます。ゲストはログインクレ
デンシャルを再入力する必要はありません。初回ログイン時に入力したユーザ名とパス

ワードが自動的に使用されます。

•クライアントプロビジョニングを実行するようにゲストポータルが設定されているポス
チャフローの場合、ゲストデバイスのWebブラウザに、ポスチャエージェントのイン
ストールおよびコンプライアンスのための [クライアントプロビジョニング（Client
Provisioning）]ページが表示されます。（必要に応じて、クライアントプロビジョニン
グリソースポリシーに「NetworkAccess:UseCase=GuestFlow」条件を含めることもできま
す）。

Linux向けのクライアントプロビジョニングやポスチャエージェントは存在しないため、ゲス
トポータルはクライアントプロビジョニングポータルにリダイレクトされ、クライアントプ

ロビジョニングポータルは元のゲスト認証サーブレットにリダイレクトされます。この認証

サーブレットで、必要に応じて IPリリース/更新が行われてから、CoAが実行されます。

クライアントプロビジョニングポータルへのリダイレクションを使用して、クライアントプ

ロビジョニングサービスはゲストデバイスに非永続的Webエージェントをダウンロードし、
デバイスのポスチャチェックを実行します。（必要に応じて、ポスチャポリシーに

「NetworkAccess:UseCase=GuestFlow」条件を含めることもできます）。
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ゲストデバイスが非準拠の場合、「NetworkAccess:UseCase=GuestFlow」条件および
「Session:Posture Status=NonCompliant」条件を備えた許可ポリシーが設定済みであることを確
認してください。

ゲストデバイスが準拠している場合は、設定した許可ポリシーに

「NetworkAccess:UseCase=GuestFlow」条件および「Session:Posture Status=Compliant」条件が含
まれていることを確認してください。ここから、クライアントプロビジョニングサービスに

よってNADに対してCoAが発行されます。このCoAにより、NADはCisco ISERADIUSサー
バを使用してゲストを再認証します。設定されたネットワークアクセスとともに新しい

access-acceptが NADに返されます。

「NetworkAccess: UseCase=GuestFlow」は、Active Directory（AD）およびゲストとしてログイ
ンする LDAPユーザにも適用できます。

（注）

ローカル WebAuth プロセス対応のワイヤレス LAN コントローラ
このシナリオでは、ゲストがログインすると、ワイヤレス LANコントローラ（WLC）に転送さ
れます。その後、WLCはゲストをゲストポータルにリダイレクトします。ゲストポータルで
は、ログインクレデンシャルの入力を求められ、必要に応じて利用規定（AUP）の受け入れやパ
スワードの変更を実行することもできます。完了したら、ゲストデバイスのブラウザはWLCに
リダイレクトされ、POST経由でログインクレデンシャルが提供されます。

WLCは、Cisco ISE RADIUSサーバ経由でゲストのログイン処理を行うことができます。その処
理が完了したら、WLCはゲストデバイスのブラウザを元の URLの宛先にリダイレクトします。
ゲストポータルの元の URLリダイレクトをサポートするためのワイヤレス LANコントローラ
（WLC）とネットワークアクセスデバイス（NAD）の要件は、リリース IOS-XE 3.6.0.Eおよび
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15.2(2)Eが動作するWLC 5760および Cisco Catalyst 3850、2000、3000、4000シリーズアクセス
スイッチです。

図 1：ローカル WebAuth 対応 WLC の Non-Posture フロー

ローカル WebAuth プロセス対応の有線 NAD
このシナリオでは、ゲストポータルにより、ゲストのログイン要求がスイッチ（有線NAD）にリ
ダイレクトされます。ログイン要求は、スイッチにポストされる HTTPS URLの形式になり、ロ
グインクレデンシャルが含まれます。スイッチにゲストログイン要求が届くと、設定済みのCisco
ISE RADIUSサーバを使用してゲストの認証が行われます。

1 Cisco ISEにより、HTMLリダイレクトを含む login.htmlファイルを NADにアップロードする
よう要求されます。 HTTPS要求が発生すると、この login.htmlファイルがゲストデバイスの
ブラウザに返されます。

2 ゲストデバイスのブラウザがゲストポータルにリダイレクトされます。ここで、ゲストのロ

グインクレデンシャルが入力されます。
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3 利用規定（AUP）とパスワード変更が処理された後（両方ともオプションです）、ゲストポー
タルにより、ログインクレデンシャルをポストするゲストデバイスのブラウザがNADにリダ
イレクトされます。

4 NADにより、Cisco ISE RADIUSサーバに対して RADIUS要求が発行され、ゲストの認証と許
可が行われます。

Login.html ページに必要な IP アドレスおよびポート値
login.htmlページの次のHTMLコードで、IPアドレスとポートの値をCisco ISEポリシーサービス
ノードと同じ値に変更する必要があります。デフォルトポートは 8443ですが、この値を変更で
きます。そのため、スイッチに割り当てた値がCisco ISEの設定と一致していることを確認してく
ださい。

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<head>
<title>ISE Guest Portal</title>
<meta Http-Equiv="Cache-Control" Content="no-cache">
<meta Http-Equiv="Pragma" Content="no-cache">
<meta Http-Equiv="Expires" Content="0">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">

<meta http-equiv="REFRESH"
content="0;url=https://ip:port/portal/PortalSetup.action?switch_url=wired">

</HEAD>
<BODY>

<center>
Redirecting ... Login
<br>
<br>
<a href="https://ip:port/portal/PortalSetup.action?switch_url=wired">ISE Guest Portal</a>
</center>

</BODY>
</HTML>

カスタムログインページはパブリックWebフォームであるため、次のガイドラインに従ってく
ださい。

•ログインフォームは、ユーザによるユーザ名とパスワードの入力を受け付け、これらをuname
および pwdとして示す必要があります。

•カスタムログインページは、ページタイムアウト、パスワード非表示、冗長送信の防止な
ど、Webフォームに対するベストプラクティスに従う必要があります。

NAD での HTTPS サーバの有効化
Webベース認証を使用するには、ip http secure-serverコマンドを使用してスイッチ内で HTTPS
サーバを有効にする必要があります。
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NAD 上でのカスタマイズされた認証プロキシ Web ページのサポート
成功、失効、失敗に関するカスタムページをNADにアップロードできます。 Cisco ISEでは特定
のカスタマイズは必要ないため、NADに付属する標準の設定手順を使用して、これらのページを
作成できます。

NAD の Web 認証の設定
デフォルトの HTMLページをカスタムファイルで置き換えて、NADにおけるWeb認証を完了す
る必要があります。

はじめる前に

Webベースの認証中、スイッチのデフォルトHTMLページの代わりに使用する 4つの代替HTML
ページを作成します。

手順

ステップ 1 カスタム認証プロキシWebページを使用するように指定するには、最初にカスタム HTMLファ
イルをスイッチのフラッシュメモリに格納します。スイッチのフラッシュメモリに HTMLファ
イルをコピーするには、スイッチで次のコマンドを実行します。
copy tftp/ftp flash

ステップ 2 スイッチに HTMLファイルをコピーした後、グローバルコンフィギュレーションモードで次の
コマンドを実行します。

スイッチのメモリファイルシステム内

で、デフォルトのログインページの代

わりに使用するカスタム HTMLファイ
ルの場所を指定します。 device:はフ
ラッシュメモリです。

ip admission proxy http login page file
device:login-filename

a.

デフォルトのログイン成功ページの代

わりに使用するカスタム HTMLファイ
ルの場所を指定します。

ip admission proxy http success page file
device:success-filename

b.

デフォルトのログイン失敗ページの代

わりに使用するカスタム HTMLファイ
ルの場所を指定します。

ip admission proxy http failure page file
device:fail-filename

c.

デフォルトのログイン失効ページの代

わりに使用するカスタム HTMLファイ
ルの場所を指定します。

ip admission proxy http login expired page file
device:expired-filename

d.

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 1.3
44

ゲストアクセスの設定

ローカル WebAuth プロセス対応の有線 NAD



ステップ 3 スイッチによって提供されるガイドラインに従って、カスタマイズされた認証プロキシWebペー
ジを設定します。

ステップ 4 次の例に示すように、カスタム認証プロキシWebページの設定を確認します。

Switch# show ip admission configuration
Authentication proxy webpage
Login page : flash:login.htm
Success page : flash:success.htm
Fail Page : flash:fail.htm
Login expired Page : flash:expired.htm

Authentication global cache time is 60 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication global init state time is 2 minutes
Authentication Proxy Session ratelimit is 100
Authentication Proxy Watch-list is disabled
Authentication Proxy Auditing is disabled
Max Login attempts per user is 5

デバイス登録 WebAuth プロセス
デバイス登録Web認証（デバイス登録WebAuth）およびホットスポットゲストポータルを使用
すると、ユーザ名とパスワードを要求しないで、プライベートネットワークへの接続をゲストデ

バイスに許可できます。

このシナリオでは、ゲストは無線接続でネットワークに接続します。デバイス登録WebAuthプロ
セスフローの例については、図 2：ワイヤレスデバイス登録Web認証フローを参照してくださ
い。後続のデバイス登録WebAuthプロセスの概要を次に説明します。無線接続と有線接続の両方
で同様のプロセスとなります。

1 ネットワークアクセスデバイス（NAD）がホットスポットゲストポータルにリダイレクトを
送信します。

2 ゲストデバイスのMACアドレスがいずれのエンドポイント IDグループにも含まれていない
か、利用規定（AUP）accepted属性が trueに設定されていない場合、Cisco ISEは許可プロファ
イルに指定された URLリダイレクションを使用して応答します。

3 ゲストが何らかのURLにアクセスしようとすると、URLリダイレクションによってAUPペー
ジ（有効な場合）が示されます。

•ゲストが AUPを受け入れると、デバイスのMACアドレスに関連付けられたエンドポイ
ントが、設定されたエンドポイント IDグループに割り当てられます。ゲストによるAUP
の受け入れを追跡できるよう、この時点で、このエンドポイントの AUP accepted属性は
trueに設定されます。

•ゲストが AUPを受け入れない場合、または、エンドポイントの作成中や更新中などにエ
ラーが発生した場合、エラーメッセージが表示されます。
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4 ホットスポットゲストポータルの設定に基づいて、追加情報を含むポストアクセスバナー

ページが表示される場合があります（有効な場合）。

5 エンドポイントが作成または更新された後、許可変更（CoA）終了が NADに送信されます。

6 CoAの後、NADはMAC認証バイパス（MAB）の新しい要求でゲスト接続を再認証します。
新規認証では、エンドポイントとそれに関連付けられているエンドポイント IDグループが検
索され、設定されているアクセスが NADに返されます。

7 ホットスポットゲストポータルの設定に基づいて、ゲストは、アクセスを要求した URL、管
理者が指定したカスタム URL、または認証の成功ページに誘導されます。

有線とワイヤレスのどちらの場合も、CoAタイプは Termination CoAです。 VLAN DHCPリリー
ス（および更新）を実行するようにホットスポットゲストポータルを設定し、それによって、有

線と無線の両方の CoAタイプを許可変更に再許可できます。

VLAN DHCPリリースのサポートは、デスクトップデバイスのMac OSとWindowsでのみ使用可
能です。モバイルデバイスでは利用できません。登録するデバイスがモバイルで、[VLANDHCP
リリース（VLAN DHCP Release）]オプションが有効の場合、ゲストは手動で IPアドレスを更新
することを要求されます。モバイルデバイスのユーザの場合は、VLANを使用するよりも、WLC
でアクセスコントロールリスト（ACL）を使用することを推奨します。

図 2：ワイヤレスデバイス登録 Web 認証フロー
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