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ホットスポットの設定

Cisco NAC ゲスト サーバのホットスポットを使用すると、管理者は独自のポータル ページを作成し、

Cisco NAC ゲスト サーバでそれらをホストできます。

管理者が作成するホットスポットをすべてカスタマイズして、以下を提供するキャプティブ ポータル

として使用できます。

• カスタマイズされた認証ページ：ゲストのポータル ページを、各キャプティブ ポータル デバイス

ではなくゲスト サーバに配置して、設定および表示を行う中心的な場所を提供できます。

• ゲスト セルフ サービス：ゲストはそれぞれの詳細を入力して独自のゲスト アカウントを作成し、登

録できます。

• クレジット カード請求のサポート：管理者は、アカウントを購入するための支払いゲートウェイに

リンクして、ゲストがゲスト アカウントを購入するのを許可できます。

この章では、次の内容について説明します。

• ホットスポット サイトの設定

• 支払いプロバイダーの設定

• ホットスポット Web ページの作成

ホットスポット サイトの設定
管理者は、Cisco NAC ゲスト サーバにカスタム ページをアップロードしてホットスポットを追加でき

ます。

ホットスポット サイトの追加

ステップ 1 管理インターフェイスのメニューから、[Hotspot] > [Sites] を選択します（図 12-1 を参照）。
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ホットスポット サイトの設定
図 12-1 ホットスポット サイト

ステップ 2 [Add Site] ボタンをクリックして、[Add New Site] ページを表示します（図 12-2 を参照）。

図 12-2 Add New Site

ステップ 3 [Add New Site] ページで、[Site Name] フィールドにサイト名、[Site Description] フィールドにサイト

の説明を入力し、[Create Site] ボタンをクリックします。

ステップ 4 [Files] タブが表示されます（図 12-3 を参照）。作成したサイトにファイルをアップロード /ダウンロー

ドできます。
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ホットスポット サイトの設定
図 12-3 サイトへのファイルのアップロード /ダウンロード 
 

ステップ 5 サイトの場所は、[Files] タブの Cisco NAC ゲスト サーバで見つけることができます。ゲスト サーバ上

のこのディレクトリにすべてのファルを手動でアップロードする必要があります。ファイルをアップ

ロードするには、SCP または SFTP クライアントを使用して、root ユーザ アカウントでゲスト サーバ

に接続します。すべての Web ページを指定されたディレクトリに格納します。

（注） 2 つの NAC ゲスト サーバ間にレプリケーションがある場合、サイト ファイルのレプリケーションは自

動的に実行されません。ファイルは両方のボックスに SFTP 送信する必要があります。

ステップ 6 上記の手順が完了したら、[Settings] タブ（図 12-4 を参照）をクリックします。

図 12-4 サイトの設定 

ステップ 7 [Operation mode] ドロップダウン メニューから、次のいずれかの操作を選択できます。

• [Payment Provider]：このオプションでは、支払い提供請求システムに統合できます。ドロップダ

ウンから定義済みの [Payment Provider] を選択する必要があります （詳細については、「支払いプ

ロバイダーの設定」（P.12-7）を参照してください）。該当する支払いプロバイダーを選択し、ス

テップ 8 に進みます。

• [Self Service]：このオプションでは、ゲスト セルフ サービスが許可されます。オプションを選択

したら、ステップ 8 に進みます。

• [Authentication]：このオプションでは、ゲストに対する RADIUS 認証が許可されます。ステッ

プ 9 に進みます。

ステップ 8 [General Settings] セクションで、次を許可するかどうかを各ボックスをオンまたはオフにして決定し

ます。
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ホットスポット サイトの設定
• [Auto Login]：アカウントが作成されたあとにアカウントにログインします。

• [Display account details]：アカウントが作成されたあとにアカウントの詳細を表示します。

• [Send account details by SMS]：アカウントの詳細を SMS で送信します。

• [Send account details by e-mail]：アカウントの詳細を電子メールで送信します。

ボックスをオフにすると、上記オプションのいずれも許可されません。

ステップ 9 完了したら、[Save Settings] ボタンをクリックします。

ステップ 10 ステップ 7 で [Payment Provider] または [Self Service] を選択した場合は、ステップ 11 に進みます。

それ以外の場合、サイトの設定は完了です。

ステップ 11 上記の手順が完了したら、[Access Plans] タブ（図 12-5 を参照）をクリックします。

図 12-5 アクセス プラン 

ステップ 12 [Self Service] または [Payment Provider] 動作モードを使用している場合は、[Add Access Plan] ボタン

をクリックしてアクセス プランをサイトに追加します（図 12-6 を参照）。

図 12-6 アクセス プランの追加 

ステップ 13 次のフィールドにアクセス プランの関連情報を入力します。

• [Name]：アクセス プランの名前。

• [Description]：アクセス プランの説明。

• [Time Profile]：ドロップダウン メニューから、「時間プロファイルの設定」（P.6-10）の説明に

従って作成された定義済み時間プロファイルを選択します。

（注） [Start/End] 時間プロファイルは、ホットスポット内ではサポートされません。
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ホットスポット サイトの設定
• [Price]：アクセス プランの価格を入力します。この値は、[Payment Provider Sites] だけに使用さ

れます。

ステップ 14 上記の手順が完了したら、[Create Access Plan] ボタンをクリックして終了します。

既存のホットスポット サイトの編集

既存のホットスポットは必要に応じて編集できます。

ステップ 1 管理インターフェイスから、[Hotspot] > [Sites] を選択します（図 12-7 を参照）。

図 12-7 ホットスポットの編集 

ステップ 2 リストから編集するサイトを選択し、ユーザ名をクリックします。

ステップ 3 サイトの場所は、[Files] タブの Cisco NAC ゲスト サーバで見つけることができます。ゲスト サーバ上

のこのディレクトリにすべてのファルを手動でアップロードする必要があります。ファイルをアップ

ロードするには、SCP または SFTP クライアントを使用して、root ユーザ アカウントでゲスト サーバ

に接続します。すべての Web ページを指定されたディレクトリに格納します。

（注） 2 つの NAC ゲスト サーバ間にレプリケーションがある場合、サイト ファイルのレプリケーションは自

動的に実行されません。ファイルは両方のボックスに SFTP 送信する必要があります。

ステップ 4 上記の手順が完了したら、[Settings] タブをクリックします。

ステップ 5 [Operation Mode] ドロップダウン メニューから、次のいずれかの操作を選択できます。

• [Payment Provider]：このオプションでは、支払い提供請求システムに統合できます。ドロップダ

ウンから定義済みの [Payment Provider] を選択する必要があります。 詳細については、「支払いプ

ロバイダーの設定」（P.12-7）を参照してください。

• [Self Service]：このオプションでは、ゲスト セルフ サービスが許可されます。

• [Authentication]：このオプションでは、ゲストに対する RADIUS 認証が許可されます。

ステップ 6 [General Settings] セクションで、次を許可するかどうかを各ボックスをオンまたはオフにして決定し

ます。

• [Auto Login]：アカウントが作成されたあとに自動的にアカウントにログインします。

• [Display account details]：アカウントが作成されたあとにアカウントの詳細を表示します。

• [Send account details by SMS]：アカウントの詳細を SMS で送信します。
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• [Send account details by e-mail]：アカウントの詳細を電子メールで送信します。

ボックスをオフにすると、上記オプションのいずれも許可されません。

ステップ 7 完了したら、[Save Settings] ボタンをクリックします。

ステップ 8 ステップ 5 で [Payment Provider] または [Self Service] を選択した場合は、ステップ 9 に進みます。そ

れ以外の場合、サイトの設定は完了です。

ステップ 9 上記の手順が完了したら、[Access Plans] タブをクリックします。

ステップ 10 次のフィールドにアクセス プランの関連情報を入力します。

• [Name]：アクセス プランの名前。

• [Description]：アクセス プランの説明。

• [Time Profile]：ドロップダウン メニューから、「時間プロファイルの設定」（P.6-10）の説明に

従って作成された定義済み時間プロファイルを選択します。

（注） [Start/End] 時間プロファイルは、ホットスポット内ではサポートされません。

• [Price]：アクセス プランの価格を入力します。この値は、[Payment Provider Sites] だけに使用さ

れます。

ステップ 11 上記の手順が完了したら、[Create Access Plan] ボタンをクリックしてホットスポットの編集を終了し

ます。

既存のホットスポット サイトの削除

管理インターフェイスから既存のホットスポット サイトを削除できます。

ステップ 1 管理インターフェイスから、[Hotspot] > [Sites] を選択します（図 12-8 を参照）。

図 12-8 削除するホットスポットの選択

ステップ 2 リストから削除するサイトを選択し、[Description] フィールドの横にあるゴミ箱アイコンをクリック

します。

ステップ 3 プロンプトでユーザの削除を確認します。
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支払いプロバイダーの設定
支払いプロバイダーの設定
Cisco NAC ゲスト サーバを使用してクレジット カード請求によるアカウントの購入をゲストに許可す

る場合は、支払いプロバイダーの詳細を追加する必要があります。支払いプロバイダーの詳細は、支払

いプロバイダーでクレジット カード請求をアカウントに対して実行できるようにするために必要です。
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支払いプロバイダーの設定
支払いプロバイダーの追加

支払いプロバイダーのテスト用アカウントは https://developer.authorize.net/testaccount/ です。

ステップ 1 管理インターフェイスから、[Hotspot] > [Payment Providers] を選択します（図 12-9 を参照）。

図 12-9 支払いプロバイダーの追加 

ステップ 2 [Add Account] ボタンをクリックし、フィールドに関連情報を入力します（図 12-10 を参照）。

図 12-10 新しい支払いプロバイダーの追加 

ステップ 3 次のように詳細を入力します。
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支払いプロバイダーの設定
• [Account Name]：支払いプロバイダー アカウントの名前を入力します。

• [Account Description]：支払いプロバイダー アカウントの説明を入力します。

• [Payment Provider]：表示されるドロップダウン メニューから該当する支払いプロバイダーを選択

します。

• [API Login]：支払いプロバイダー アカウントの API ログインを入力します。

• [Transaction Key]：支払いプロバイダー アカウントのトランザクション キーを入力します。

ステップ 4 完了したら、[Save Payment Provider] ボタンをクリックします。

支払いプロバイダーの編集

ステップ 1 管理インターフェイスから、[Hotspot] > [Payment Providers] を選択します（図 12-11 を参照）。

図 12-11 支払いプロバイダーの編集

ステップ 2 編集する支払いプロバイダーの名前をクリックします。

ステップ 3 次のように詳細を入力します。

• [Account Name]：支払いプロバイダー アカウントの名前を入力します。

• [Account Description]：支払いプロバイダー アカウントの説明を入力します。

• [Payment Provider]：表示されるドロップダウン メニューから該当する支払いプロバイダーを選択

します。

• [API Login]：支払いプロバイダー アカウントの API ログインを入力します。

• [Transaction Key]：支払いプロバイダー アカウントのトランザクション キーを入力します。

ステップ 4 完了したら、[Save Payment Provider] ボタンをクリックします。
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ホットスポット Web ページの作成
ホットスポット Web ページの作成
Cisco NAC ゲスト サーバでは、標準の HTML を使用してホットスポットを作成できます。これによ

り、サイトのルック アンド フィールをカスタマイズできます。

HTML ページを Web サイトの追加機能と統合するには、いくつかの固定コードをページに含める必要

があります。これにより、プログラミングを実行することなく簡単に統合できます。

（注） 次の例で使用可能なすべての変数を表示するには、「ngsOptions 設定オブジェクト」（P.12-30）を参照

してください。

（注） Web ページごとに 1 つのコンポーネントだけを使用できます。Self Service コンポーネントと Login コ
ンポーネントなど、複数のコンポーネントが必要な場合は、それらを個別のページで使用する必要があ

ります。

Wireless LAN コントローラとの統合

ホットスポット機能と Wireless LAN コントローラ（WLC）を統合するには、WLAN が次のように設

定されていることを確認します。

• [Layer 3 Security]：Web 認証

• [Pre-Authentication ACL]：このフィールドは、クライアントからゲスト サーバへのトラフィッ

ク、およびゲスト サーバからクライアントに戻るトラフィックを許可するため、ファームウェア 
バージョン 7.0 以降を実行している Cisco WLC 5500 シリーズ デバイスで設定する必要がありま

す。古い WLC のバージョンの場合、このフィールドは「None」のままにすることができます。

• [Over-ride Global Config]：イネーブル（オン）

• [Web Auth type]：外部（外部サーバにリダイレクト）

• [URL]：https://<ngs IP address/sites/<site name>/<html file>（たとえば、

https://192.168.137.20/sites/auth/login.html）

スイッチとの統合

スイッチと統合されたホットスポットを使用するには、スイッチをホットスポット HTML ページにリ

ダイレクトするように設定する必要があります。設定パラメータは、次のように設定します。

（注） スイッチの統合は、NAC ゲスト サーバ バージョン 2.0.2 以降でのみサポートされています。

Router(config)# ip admission proxy http login page file flash:login.html
Router(config)# ip admission proxy http success page file flash:success.html
Router(config)# ip admission proxy http fail page file flash:failed.html
Router(config)# ip admission proxy http login expired page file flash:expired.html

設定パラメータを設定する前に、上記のコマンドで指定されたファイルをスイッチにアップロードしま

す。これらのファイルのサンプルは、/guest/sites/samples/switch_includes/ ディレクトリにあります。
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（注） サンプルは、NAC ゲスト サーバ バージョン 2.0.2 以降でのみサポートされています。

必要に応じて、サンプル ファイルを編集できます。「login.html」は、Cisco NAC ゲスト サーバのホッ

トスポットへの最初のリダイレクトをトリガーするファイルであり、基本的には変更する必要がありま

す。

<html>
<head>

<meta Http-Equiv="Cache-Control" Content="no-cache">
<meta Http-Equiv="Pragma" Content="no-cache">
<meta Http-Equiv="Expires" Content="0"> 
<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="2; url= https://<ngs ip 

address>:8443/sites/<site name>/<html file>">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">

<title>Authentication Proxy Login Page</title>

<script type="text/javascript">
location.href="https://<ngs ip address>:8443/sites/<site name>/<html 

file>?redirect_url="+location.href;
</script>
<noscript>

<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url= https://<ngs ip 
address>:8443/sites/<site name>/<html file>">

</noscript>
</head>
<body>

Redirecting ... continue <a href=" https://<ngs ip address>:8443/sites/<site 
name>/<html file>">here</a>

</body>
</html> 

上記の例には、https://<ngs ip address>:8443/sites/<site name>/<html file> への複数の参照がありま

す。これらのプレースホルダを正しい値で置換して、その行に、ゲスト ユーザをリダイレクトする

ホットスポット ページの URL が含まれるようにする必要があります。たとえば、URL は、

https://192.168.137.20:8443/sites/auth/login.html のようになります。

ログイン ページの作成（WLC）

次の手順を使用して、ログイン ページを作成できます。

この例では、「hotspot」という名前のサイトが使用されます。

ステップ 1 次のような空の HTML ページから開始します。

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

ステップ 2 ページにログイン ウィジェットを追加するには、次のスクリプトを追加します。
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<html>
<head>
</head>
<body>

<script type=”text/javascript” 
src=”/sites/js/ngs_wlc_login.js”></script>
</body>
</html>

ステップ 3 ファイルを「wlc_login.html」として保存し、NAC ゲスト サーバにコピーします。管理インターフェ

イスから適切なディレクトリを検索できます。サイト名を選択して、[Files] タブをクリックします

（図 12-12 を参照）。ページ上でウィジェットが表示される場所は、ngs_wlc_login.js スクリプトが 
HTML に含まれる位置によって異なります。

図 12-12 ディレクトリの場所

https://<ngsip>/sites/hotspot/wlc_login.html を参照します。単純なログイン フォームが表示されます

（図 12-13 を参照）。

図 12-13 単純なログイン フォーム

ログイン ページの作成（スイッチ）

次の手順を使用して、ログイン ページを作成できます。

この例では、「hotspot」という名前のサイトが使用されます。

ステップ 1 次のような空の HTML ページから開始します。

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
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</html>

ステップ 2 ページにログイン ウィジェットを追加するには、次のスクリプトを追加します。

<html>
<head>
<script type="text/javascript">

ngsOptions = {};
ngsOptions.actionUrl = "https://1.1.1.1/";

</script>

</head>
<body>

<script type="text/javascript" 
src="/sites/js/ngs_switch_login.js"></script>
</body>
</html>

ステップ 3 ファイルを「switch_login.html」として保存し、NAC ゲスト サーバにコピーします。管理インター

フェイスから適切なディレクトリを検索できます。サイト名を選択して、[Files] タブをクリックしま

す（図 12-12 を参照）。ページ上でウィジェットが表示される場所は、ngs_switch_login.js スクリプト

が HTML に含まれる位置によって異なります。

（注） 「ngsOptions.actionUrl」パラメータは必須です。これは、ウィジェットで HTTP と HTTPS のどちらを

使用する必要があるか、およびクレデンシャルをどこに送信するかを定義します。Internet Explorer を
使用するクライアントでの問題を回避するため、このパラメータは、使用されていないが解決可能なア

ドレスを指す必要があります。

https://<ngsip>/sites/hotspot/switch_login.html を検索します。単純なログイン フォームが表示されま

す（図 12-13 を参照）。

レルム サポートの追加（スイッチ）

スイッチ ウィジェットは、レルムをサポートします。レルムを使用するには、次のオプションを設定

します。

• [ngsOptions.realm]：このオプションを、ホットスポットによって使用されるレルムに設定します。 

• [ngsOptions.realmSeparator]：このオプションは、レルムとユーザ名の間の区切り文字として使用

される文字を定義します。 

ホットスポットを介して認証するゲストのレルム ホットスポットを使用する場合、

「switch_login.html」ページのソース コードを次のように設定します。

<html>
<head>
<script type="text/javascript">

ngsOptions = {};
ngsOptions.actionUrl = "https://1.1.1.1/";
ngsOptions.realm = "hotspot";
ngsOptions.separator = "\\";

</script>

</head>
<body>

<script type="text/javascript" 
src="/sites/js/ngs_switch_login.js"></script>
</body>
</html>
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たとえば、「username」と入力すると、ウィジェットはスイッチに「REALM\username」と送信し、

アップストリーム RADIUS サーバによってプロキシされます。

（注） 上記の例では、ngsOptions.separator が "\\" に設定されています。スラッシュ（\）は javascript の特殊

文字であるため、スラッシュ（\）を区切り文字として使用可能にするには、ダブル スラッシュ（\\）
を入力する必要があります。区切り文字として「@」を使用する場合、コマンドとして 
ngsOptions.separator = "@" を指定します。

ログイン ページのカスタマイズ

CSS を使用して、ログイン ウィジェットの外観をカスタマイズできます。<style> タグを使用して 
login.html ページに CSS を追加するか、または <link> タグを使用して組み込むことができます。

ステップ 1 CSS ファイルを作成し、「style.css」として保存します。CSS ファイルで、次のスタイルを定義しま

す。

.ngs_Form{
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:10px;
margin:50px;
max-width@500px;

}
.ngs_FormRow{

line-height: 20px;
vertical-align:middle;
text-align:right;
margin: 5px 5px;

}
.ngs_Label{

font-size:12px;
padding:5px;
margin-right:10px;

}
.ngs_Input,.ngs_TextArea,.ngs_Select{

width:200px;
border-color:#666666;
border-width:1px;
border-style:solid;

}
.ngs_Input:focus{

background-color: #eef;
}

ステップ 2 サイト ディレクトリにファイルを保存し、<link> タグを使用して login.html のページに組み込みます。

「wlc_login.html」の内容は次のように表されます。

<html>
<head>

<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”/sites/hotspot/style.css”/>
</head>
<body>

<script type=”text/javascript”
src=”/sites/js/ngs_wlc_login.js”></script>
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</body>
</html>

ステップ 3 ページを更新すると、コントロールが表示されます（図 12-14 を参照）。

図 12-14 カスタマイズされたログイン フォーム

Acceptable Usage Policy（WLC）

ngsOptions javascript オブジェクトを使用してポリシーを含むページを指定することによって、ログイ

ン プロセスに Acceptable Usage Policy（AUP）ページを追加できます。

ステップ 1 「wlc_login.html」のソース コードは次のとおりです。

<html>
<head>

<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”/sites/hotspot/style.css”/>

<script type=”text/javascript”>
ngsOptions = {};
ngsOptions.aup = “wlc_aup.html”;
</script>

</head>
<body>

<script type=”text/javascript”
src=”/sites/js/ngs_wlc_login.js”></script>
</body>
</html>

ステップ 2 「wlc_aup.html」という名前のファイルを作成します。このページには、次のような AUP テキストお

よび AUP ウィジェットが含まれている必要があります。

<html>
<head>
</head>
<body>

<div>
<p>Acceptable Usage Policy</p>

</div>
<script type=”text/javascript”

src=”/sites/js/ngs_wlc_aup.js”></script>
</body>
</html>
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Acceptable Usage Policy（スイッチ）

ngsOptions javascript オブジェクトを使用してポリシーを含むページを指定することによって、ログイ

ン プロセスに Acceptable Usage Policy（AUP）ページを追加できます。

ステップ 1 「switch_login.html」のソース コードは次のとおりです。

<html>
<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="/sites/hotspot/style.css"/>

<script type="text/javascript">
ngsOptions = {};

ngsOptions.actionUrl = "https://1.1.1.1/";
ngsOptions.aup = "switch_aup.html";

</script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript" 
src="/sites/js/ngs_switch_login.js"></script>
</body>
</html>

ステップ 2 「switch_aup.html」という名前のファイルを作成します。このページには、次のような AUP テキスト

および AUP ウィジェットが含まれている必要があります。

<html>
<head>
</head>
<body>

<div>
<p>Acceptable Usage Policy</p>

</div>
<script type="text/javascript"

src="/sites/js/ngs_switch_aup.js"></script>
</body>
</html>

セルフ サービス ページの作成（WLC）

ホットスポット セクション内にセルフ サービス サイトを作成できます。

ステップ 1 セルフ サービス ウィジェットを使用するには、[Self Service] 動作モードを使用してサイトを設定する

必要があります（図 12-15 を参照）。
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図 12-15 動作モード

ステップ 2 ホットスポットに 1 つ以上のアクセス プランを追加します（図 12-16 を参照）。ゲストがアカウントを

作成する場合は、これらのアクセス プランから選択します。

図 12-16 アクセス プラン

ステップ 3 次のような空の HTML ページから開始します。

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

ステップ 4 ページにセルフ サービス ウィジェットを含めるには、次のスクリプトを追加します。

<html>
<head>
</head>
<body>
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<script type=”text/javascript”
src=”/sites/js/ngs_self_service.js”></script>
</body>
</html>

ステップ 5 ファイルを「wlc_selfservice.html」として保存し、NAC ゲスト サーバにコピーします。

ステップ 6 https://<ngsip>/sites/hotspot/wlc_selfservice.html を参照すると、セルフ サービス フォームが表示され

ます（図 12-17 を参照）。

図 12-17 セルフ サービス フォーム

セルフ サービス ページの作成（スイッチ）

ホットスポット セクション内にセルフ サービス サイトを作成できます。

ステップ 1 セルフ サービス ウィジェットを使用するには、[Self Service] 動作モードを使用してサイトを設定する

必要があります（図 12-15 を参照）。

ステップ 2 ホットスポットに 1 つ以上のアクセス プランを追加します（図 12-16 を参照）。ゲストがアカウントを

作成する場合は、これらのアクセス プランから選択します。

ステップ 3 次のような空の HTML ページから開始します。

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

ステップ 4 ページにセルフ サービス ウィジェットを含めるには、次のスクリプトを追加します。

<html>
<head>
<script type="text/javascript">

ngsOptions = {};
ngsOptions.actionUrl = "https://1.1.1.1/";

</script>

</head>
<body>

<script type="text/javascript"
src="/sites/js/ngs_switch_self_service.js"></script>
</body>
</html>

ステップ 5 ファイルを「switch_selfservice.html」として保存し、NAC ゲスト サーバにコピーします。
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ステップ 6 https://<ngsip>/sites/hotspot/switch_selfservice.html を参照すると、セルフ サービス フォームが表示

されます（図 12-17 を参照）。

セルフ サービス ページのカスタマイズ

次の手順を使用して、セルフ サービス ページの外観をカスタマイズできます。

ステップ 1 ログイン ページ用に作成された CSS を再利用できます。再利用するには、HTML ページに CSS ファ

イルを組み込みます。スクリプトが次のように表示されます。

<html>
<head>

<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”/sites/hotspot/style.css”/>
</head>
<body>

<script type=”text/javascript”
src=”/sites/js/ngs_self_service.js”></script>
</body>
</html>

ステップ 2 配置に問題があるセルフ サービス ページが表示されます（図 12-18 を参照）。配置を修正するには、

CSS ファイルに若干の変更を行う必要があります。

図 12-18 配置の問題

ステップ 3 配置を修正するには、次のコードを style.css ファイルに追加します。

#mobile{
width:125px;
margin-left:0px;
padding-left:0px;

}
#phoneCode{

width:55px;
margin-right:0px;
padding-right:0px;

}

ステップ 4 上記のコードを追加すると、セルフ サービス ページが図 12-19 に示すように表示されます。
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図 12-19 配置の問題の解決後

（注） このコンポーネントのテキストは、デフォルトのユーザ インターフェイス テンプレートで使用可能で

す。デフォルトのユーザ インターフェイス テンプレートの編集の詳細については、「ユーザ インター

フェイス テンプレート」（P.11-1）を参照してください。

（注） ゲストについて入力が必要な詳細は、ゲスト詳細ポリシー（[Guest Policy] > [Guest Details]）で決定

されます。詳細については、「ゲスト詳細ポリシーの設定」（P.6-4）を参照してください。

自動ログイン

ゲストがアカウントを作成した後、すぐにログインできるように、ホットスポット サイトを設定でき

ます。ゲストは、ゲスト アカウント クレデンシャルを入力することなく、ボタンをクリックしてログ

インできます。

（注） 自動ログインを使用する場合は、アカウントが「From First Login」時間プロファイルまたは「Time 
Used」時間プロファイルで作成されていることを確認する必要があります。その他の時間プロファイ

ルは、自動ログインでは機能しません。

ステップ 1 この機能をアクティブにするには、[Site Settings] タブの [Auto Login] チェックボックスをオンにしま

す（図 12-20 を参照）。
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図 12-20 自動ログイン

ステップ 2 次のオプションも選択できます。

• [Display accounts details]：オンにすると、ゲスト アカウントの詳細が画面に表示されます。

• [Send account details by SMS]：オンにすると、ゲスト アカウントの詳細が指定された携帯番号に

送信されます。このオプションをオンにする場合、携帯電話番号フィールドが必要に応じて設定さ

れていることを確認します。

• [Send account details by Email]：オンにすると、ゲスト アカウントの詳細が指定された電子メール 
アドレスに送信されます。このオプションをオンにする場合、電子メール アドレス フィールドが

必要に応じて設定されていることを確認します。

その他のフィールドの変更

管理インターフェイスの [Guest Details] ページを使用して、その他のフィールドを変更できます

（図 12-21 を参照）。
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図 12-21 その他のフィールドの変更

請求ページの作成（WLC）

請求ウィジェットを使用して、請求ページを作成できます。

ステップ 1 請求ウィジェットを使用するには、支払いアカウントを設定する必要があります（図 12-22 を参照）。

現在サポートされている支払いプロバイダーは、Authorize.net だけです。このプロバイダーの商用ア

カウントを取得する必要があります。
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図 12-22 支払いプロバイダーの追加

ステップ 2 ホットスポットに 1 つ以上のアクセス プランを追加する必要があります（図 12-23 を参照）。これらの

アクセス プランは、ゲストがアカウントを作成する際に使用できます。

図 12-23 アクセス プランの追加

ステップ 3 サイトの [Operation Mode] を [Payment Provider] に設定します（図 12-24 を参照）。
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図 12-24 動作モード

ステップ 4 空の HTML ページから開始します。

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

ステップ 5 請求ウィジェットを組み込むには、次のスクリプトを追加します。

<html>
<head>
</head>
<body>

<script type=”text/javascript”
src=”/sites/js/ngs_payment.js”></script>
</body>
</html>

ステップ 6 ファイルを「wlc_payment.html」として保存し、NAC ゲスト サーバにコピーします。

ステップ 7 https://<ngsip>/sites/hotspot/wlc_payment.html を参照すると、支払いフォームが表示されます

（図 12-25 を参照）。
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図 12-25 支払いフォーム

請求ページの作成（スイッチ）

請求ウィジェットを使用して、請求ページを作成できます。

ステップ 1 請求ウィジェットを使用するには、支払いアカウントを設定する必要があります（図 12-22 を参照）。

現在サポートされている支払いプロバイダーは、Authorize.net だけです。このプロバイダーの商用ア

カウントを取得する必要があります。

ステップ 2 ホットスポットに 1 つ以上のアクセス プランを追加する必要があります（図 12-23 を参照）。これらの

アクセス プランは、ゲストがアカウントを作成する際に使用できます。

ステップ 3 サイトの [Operation Mode] を [Payment Provider] に設定します（図 12-24 を参照）。

ステップ 4 空の HTML ページから開始します。

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

ステップ 5 請求ウィジェットを組み込むには、次のスクリプトを追加します。

<html>
<head>
<script type="text/javascript">

ngsOptions = {};
ngsOptions.actionUrl = "https://1.1.1.1/";

</script>

</head>
<body>

<script type="text/javascript"
src="/sites/js/ngs_switch_payment.js"></script>
</body>
</html>

ステップ 6 ファイルを「switch_payment.html」として保存し、NAC ゲスト サーバにコピーします。

ステップ 7 https://<ngsip>/sites/hotspot/switch_payment.html を参照すると、支払いフォームが表示されます

（図 12-25 を参照）。
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請求ページのカスタマイズ

次の手順を使用して、請求ページの外観をカスタマイズできます。

ステップ 1 ログイン ページ用に作成された CSS を再利用します。再利用するには、HTML ページに CSS ファイ

ルを組み込みます。スクリプトが次のように表示されます。

<html>
<head>

<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”/sites/hotspot/style.css”/>
</head>
<body>

<script type=”text/javascript”
src=”/sites/js/ngs_self_service.js”></script>
</body>
</html>

ステップ 2 配置に問題がある請求ページが表示されます（図 12-26 を参照）。配置を修正するには、CSS ファイル

に若干の変更を行う必要があります。

図 12-26 配置の問題

ステップ 3 配置を修正するには、次のコードを style.css ファイルに追加します。

#holderMobilePhone{
width:125px;
margin-left:0px;
padding-left:0px;

}

#holderPhoneCode{
width:55px;
margin-right:0px;
padding-right:0px;

}

#expirationYear, #expirationMonth{
width:90px;

}

ステップ 4 上記のコードを追加すると、請求ページが図 12-27 に示すように表示されます。
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図 12-27 配置の問題の解決後

パスワード変更ページの作成（WLC およびスイッチ）

次の手順を使用して、パスワード変更ページを作成できます。

ステップ 1 パスワード変更ウィジェットは、任意の動作モードで使用できます。パスワードを変更する機能は、ア

カウントが接続されているゲスト ロールによって異なります（図 12-28 を参照）。

図 12-28 パスワード変更の許可

ステップ 2 [Require Password Change] オプションは、ゲスト ログインを許可するすべてのウィジット（ログイ

ン、セルフ サービス、請求）に適用され、 ゲスト サーバにログインする前に、ゲストにパスワードの

変更を強制します。パスワード変更ウィジェットを作成するには、次のような空の HTML ページから

開始します。

<html>
<head>
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</head>
<body>
</body>
</html>

ステップ 3 ページにパスワード変更を含めるには、次のスクリプトを追加します。

<html>
<head>
</head>
<body>

<script type=”text/javascript”
src=”/sites/js/ngs_password.js”></script>
</body>
</html>

ステップ 4 ファイルを「password.html」として保存し、NAC ゲスト サーバにコピーします。

ステップ 5 https://<ngsip>/sites/hotspot/password.html を参照すると、パスワード変更フォームが表示されます

（図 12-29 を参照）。

図 12-29 パスワード変更フォーム

ステップ 6 ログイン ページで作成された CSS ファイルを使用して、パスワード変更フォームをカスタマイズでき

ます。

（注） パスワード変更は Clean Access Manager ではサポートされていません。また、RADIUS を介してアク

セスされた場合のみサポートされます。

認証のオプション

ゲスト ロールを通して、さまざまな認証オプションを設定できます。

ステップ 1 [Guest Policy] > [Guest Roles] をクリックし、[Authentication Settings] タブ（図 12-28 を参照）をク

リックします。

ステップ 2 次のオプションを設定します。

• [Maximum Concurrent Connections]：ゲスト アカウントが関連付けを許可された同時接続の最大

数を設定します。

• [Maximum Failed Authentications]：アカウントが一時停止される前に、ゲストに許可される認証

失敗の最大試行回数を設定します。

• [Allow Password Change]：オンにすると、ゲストがパスワードを変更できます。パスワード変更

ウィジェットを使用するには、このオプションをオンにします。
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• [Require Password Change]：オンにすると、ゲストが初めてログインするときにパスワードの変

更を強制します。

（注） パスワード変更は Clean Access Manager ではサポートされていません。また、RADIUS を介してアク

セスされた場合のみサポートされます。

ステップ 3 たとえば、サイトを通して購入されたクレデンシャルを持つすべてのユーザにパスワード変更を強制す

る場合は、「Password Change」という名前の新しいゲスト ロールを作成できます（図 12-30 を参照）。

図 12-30 パスワード変更

ステップ 4 ゲスト ロールを作成すると、[Authentication Settings] タブの下にある [Require Password Change] オ
プションをオンにできます（図 12-31 を参照）。

図 12-31 パスワード変更の要求

ステップ 5 新しく作成されたゲスト ロールをサイトで使用可能なアクセス プランに関連付けます（図 12-32 を参

照）。
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図 12-32 ゲスト ロールの関連付け

ngsOptions 設定オブジェクト

エラー /ステータス メッセージの上書き

ngsOptions オブジェクトを使用して、次のスクリプトによってデフォルト メッセージを上書きできま

す。

<script type=”text/javascript”>
var ngsOptions = {};
ngsOptions.messages = [];
ngsOptions.messages[‘accountCreated’] = ‘A new account was created for you’;
</script>

上書きする各メッセージに対して、次の構文の行を追加します。

ngsOptions.messages[‘<key>’] = ‘<custom text>’;

フォーム ラベルの上書き

次のスクリプトを使用して、デフォルトのフォーム ラベルを上書きできます。

<script type=”text/javascript”>
var ngsOptions = {};
ngsOptions.formElements = [];
ngsOptions.formElements[‘username’] = ‘Your user name’;
</script>

上書きする各メッセージに対して、次の構文の行を追加します。

ngsOptions.formElements[‘<key>’] = ‘<custom text>’;
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デフォルトのエラー /ステータス メッセージ
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デフォルトのフォーム ラベル
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