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このマニュアルについて

December 27, 2007, OL-14644-01-J

ここで説明する内容は次のとおりです。

 • 対象読者（p.vii）

 • 目的（p.vii）

 • 表記法（p.viii）

 • 関連資料（p.viii）

 • マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン（p.ix）

対象読者
このマニュアルは、ネットワーク上でのゲスト アクセスのプロビジョニングに Cisco NAC ゲスト    
サーバを使用するネットワーク管理者を対象としています。Cisco NAC ゲスト サーバは、Cisco NAC    
アプライアンスまたは Cisco Unified Wireless Network とともに機能し、ゲスト アクセスに対する      
キャプティブ ポータルおよびエンフォースメント ポイントを提供します。

目的
Cisco NAC ゲスト サーバ インストレーション コンフィギュレーション ガイド では、Cisco NAC ゲ         
スト サーバ アプライアンスをインストールして設定する方法を説明します。CLI（コマンドライン  
インターフェイス）によるアプライアンスの簡単な初期インストール手順、および Web ベースの  
インターフェイスによるゲスト アクセス ポータルの設定と管理について説明します。
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表記法

関連資料

マニュアルの更新

関連資料

表 2 の Cisco NAC ゲスト サーバに関する関連資料については、Cisco.com から入手できます。次の      
URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html 

ヒント このマニュアルで言及されている外部 URL にアクセスするには、Adobe Acrobat 内のリンクを右ク    
リックし、「Open in Weblink in Browser」 を選択してください。

項目 表記

コマンドラインの出力 Screen フォント

ユーザが入力する情報 太字の screen フォント

ユーザが値を指定する変数 イタリック体の screen フォント

Web 管理コンソールのモジュール、メニュー、タブ、 
リンク、サブメニュー リンク 

太字

選択する必要のあるメニュー項目 Administration > User Pages

表 1 このマニュアルの更新

日付 説明

10/25/07 Cisco NAC ゲスト サーバ Release 1.0.0

表 2 Cisco NAC アプライアンスに関する関連資料 

資料のタイトル 参照内容

『Release Notes for Cisco NAC Guest Server, Release 
1.0.0』

最新の Cisco NAC ゲスト サーバ リリースに     
関する詳細

『Cisco NAC Guest Server Installation and Configuration      
Guide』（このマニュアル）

Cisco NAC ゲスト サーバのハードウェア情   
報、初期インストール、およびセットアップ

と設定に関する説明 

『Cisco NAC Appliance Service Contract / Licensing 
Support』 

Cisco NAC アプライアンス、Cisco NAC プロ    
ファイラ、および Cisco NAC ゲスト サーバに    
対するサービス契約サポート、ライセンス サ 
ポート、および RMA サポートに関する情報 

『Cisco NAC Appliance Product Literature』 Guide Bulletin の発注、データシート、Q&A、  
および Chalk Talk プレゼンテーションへのオ   
ンライン リンク

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/prod_literature.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html 
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マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガ  
イドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに対するフィードバック、セキュリティ 
ガイドライン、推奨エイリアスおよびシスコ マニュアルに関する全般的な情報については、毎月更 
新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。この文書には、シスコ     
の新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ      
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ     
さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ   
トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ      
グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく    
ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager 
Installation and Configuration Guide』

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server 
Installation and Configuration Guide』

NAC アプライアンス マネージャおよびサー  
バの設定ガイド

『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, 
Release 4.0』

Cisco Wireless LAN Controller の設定情報

表 2 Cisco NAC アプライアンスに関する関連資料（続き）

資料のタイトル 参照内容

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/4.0/configuration/guide/ccfig40.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/4.0/configuration/guide/ccfig40.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/


このマニュアルについて

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン

x
Cisco NAC ゲスト サーバ インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-14644-01-J



C H A P T E R

1-1
Cisco NAC ゲスト サーバ インストレーション コンフィギュレーション ガイド      

OL-14644-01-J

1
Cisco NAC ゲスト サーバについて

はじめに
Cisco NAC ゲスト サーバは、ゲスト、訪問者、契約者、コンサルタント、顧客等に一時的なネット   
ワーク アクセスを提供する完成されたプロビジョニングおよびレポート システムです。ゲスト  
サーバは Cisco NAC アプライアンスまたは Cisco Wireless LAN Controller とともに機能し、ゲスト        
アクセスにキャプティブ ポータルおよびエンフォースメント ポイントを提供します。

Cisco NAC ゲスト サーバにより、特権ユーザは簡単に仮ゲスト アカウントとスポンサー ゲスト ア      
カウントを作成できます。Cisco NAC ゲスト サーバはスポンサー（ゲスト アカウントを作成する    
ユーザ）の認証を行い、スポンサーは印刷物、電子メール、または SMS によりアカウントの詳細  
をゲストに通知できるようになります。ユーザ アカウントの作成からゲスト ネットワーク アクセ   
スに至る一連の手続きはすべて監査およびレポート用に保存されます。

ゲスト アカウントが作成されると、Cisco NAC アプライアンス マネージャ（Clean Access Manager）      
内でプロビジョニングされるか、または Cisco NAC ゲスト サーバの組み込みデータベース内に保    
存されます。ゲスト サーバの組み込みデータベースを使用すると、Cisco Wireless LAN Controller な     
どの外部ネットワーク アクセス装置により、RADIUS（Remote Authentication Dial In User Service）      
プロトコルを使用してゲスト サーバに対するユーザ認証を行うことができます。

Cisco NAC ゲスト サーバは、アカウント作成時に有効期間を指定してゲスト アカウントを提供し    
ます。アカウントが失効すると、ゲスト サーバは Cisco NAC アプライアンス マネージャからアカ     
ウントを直接削除するか、Network Access Device（NAD; ネットワーク アクセス デバイス）がユー     
ザを削除する前に、RADIUS メッセージを送信してアカウントの有効期間を NAD に通知します。

Cisco NAC ゲスト サーバは、中央管理インターフェイスを通してレポートを行うため、ゲスト ア    
カウントの作成から使用に至るすべての監査証跡を統合することより、ゲスト対象のネットワーク

アクセス向けアカウント管理機能を提供します。
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ゲスト アクセスの概念
Cisco NAC ゲスト サーバで提供するゲスト アクセスのコンポーネントを理解するのに必要となる    
用語を以下に示します。

ゲスト ユーザ

ゲスト ユーザは、ネットワークにアクセスするためにユーザ アカウントを必要とするユーザです。

スポンサー

スポンサーは、ゲスト ユーザ アカウントを作成します。多くの場合、ネットワーク アクセスを提   
供する組織の従業員ですが、特定の職務上の役割をもつ個人、または Microsoft Active Directory（AD）   
などの企業のディレクトリに対して認証を行う従業員である場合もあります。

ネットワーク エンフォースメント デバイス

これらのデバイスは、ネットワーク アクセスを提供するネットワーク インフラストラクチャのコ  
ンポーネントです。さらに、ネットワーク エンフォースメント デバイスは、ゲスト ユーザがゲス   
ト アカウントの詳細を入力するためにキャプティブ ポータルへと導きます。ゲストが自分の一時  
的なユーザ名とパスワードを入力すると、ネットワーク エンフォースメント デバイスは、ゲスト  
サーバで作成されたゲスト アカウントに対応するクレデンシャルをチェックします。

ゲスト サーバ

ゲスト サーバ（Cisco NAC ゲスト サーバ）は、すべてのゲスト アクセス機能を統合しています。     
ゲスト アカウントを作成するスポンサー、ゲストに通知するアカウントの詳細、ネットワーク エ  
ンフォースメント デバイスに対するゲスト認証、およびネットワーク エンフォースメント デバイ   
スによるゲストの照合が、すべてゲスト サーバにより統合されています。さらに、Cisco NAC ゲス   
ト サーバは、ネットワーク エンフォースメント デバイスのアカウント情報を統合し、ゲスト アク    
セス レポートの要点を提供します。
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ご使用になる前に
ここでは、次の内容について説明します。

 • 梱包内容（p.1-3）

 • ラックマウント（p.1-3）

 • Cisco NAC ゲスト サーバのライセンス（p.1-4）

 • ファームウェアのアップグレード（p.1-4）

 • 追加情報（p.1-4）

梱包内容

梱包箱の中身（図 1-1）を確認し、Cisco NAC ゲスト サーバのインストールに必要となるすべての   
アイテムが揃っていることを確認してください。アイテムを梱包し直す場合に備え、梱包材は大事

に保管してください。欠けているか損傷しているアイテムがあれば、シスコの担当者またはリセ

ラーにご連絡ください。

図 1-1 梱包箱の内容

（注） インストール用ソフトウェアは Cisco NAC ゲスト サーバ アプライアンスにあらかじめ組み込まれ     
ているので、ソフトウェア インストール CD は梱包内容に含まれていません。

ラックマウント

Cisco NAC ゲスト サーバのサイズは、1U（ラック 1 区画分）です。ラックマウント キットは、梱
包内容に含まれています。ラックマウントの詳細については、添付された『1U Rack Hardware 
Installation Instructions for HP Products』を参照してください。

Important
Safety
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Guide

Cisco
Information
Packet
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Cisco NAC ゲスト サーバのライセンス
システムを機能させるには、Web インターフェイス経由で Cisco NAC ゲスト サーバの FlexLM 製品       
ライセンスを取得してインストールする必要があります。システムのライセンスを取得してインス

トールする方法の詳細については、「管理インターフェイスへのアクセス」（p.3-2） を参照してくだ 
さい。

更なる詳細について知りたい場合は、『Cisco NAC Appliance Service Contract / Licensing Support』を参       
照してください。

ファームウェアのアップグレード

Cisco NAC ゲスト サーバは、Cisco NAC Appliance 3310（NAC-3310）ハードウェア プラットフォー       
ムをベースにしています。Cisco NAC ゲスト サーバ アプライアンスは、ベースとなるサーバ モデ     
ルに必要なシステム BIOS/ファームウェアがアップグレードされていることを前提として機能しま 
す。NAC-3310 は HP ProLiant DL140 G3 をベースにしており、場合によっては定期的なファームウェ      
アのアップグレードを必要とします。

（注） 詳細については、『Supported Hardware and System Requirements for Cisco NAC Appliance (Cisco Clean 
Access)』を参照してください。

追加情報

リリースに関する最新情報または追加情報については、『Release Notes for Cisco NAC Guest Server, 
Release 1.0.0』を参照してください。

このマニュアルの最新オンライン アップデートについては、次の URL にアクセスしてください。 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Cisco NAC ゲスト サーバの関連資料のリストについては、「関連資料」（p.viii）を参照してください。

テクニカルサポートの入手方法については、「マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およ 
びセキュリティ ガイドライン」（p.ix） を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/support_guide/license.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/support_guide/srvrhw.html#wp42558
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/support_guide/srvrhw.html#wp42558
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/guestserver/release_notes/10/gsrn100.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/guestserver/release_notes/10/gsrn100.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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2
Cisco NAC ゲスト サーバの
インストール

この章の内容は、次のとおりです。

 • Cisco NAC ゲスト サーバの接続（p.2-2）

 • コマンドラインの設定（p.2-4）

 • アプライアンスの再イメージング（p.2-7）
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Cisco NAC ゲスト サーバの接続
Cisco NAC ゲスト サーバは、Cisco NAC Appliance 3310（NAC-3310）ハードウェア プラットフォー       
ムをベースにしており、デフォルトのシステム イメージがあらかじめ組み込まれています。ゲスト 
サーバを入手後、初期設定（「コマンドラインの設定」[p.2-4]  を参照）を行います。CD インストー   
ルを行い、アプライアンスの再イメージングの必要がある場合、「アプライアンスの再イメージン

グ」（p.2-7） を参照してください。

初期設定を行うには、アプライアンスに接続し、以下の方法でコマンドラインにアクセスする必要

があります。

ステップ 1 次の 2 つのいずれかの方法で、Cisco NAC ゲスト サーバ コマンドラインにアクセスできます。

a. マシンの背面パネル（図 2-2）にあるキーボード コネクタおよびビデオ モニタ コネクタからモ   
ニタとキーボードをマシンに直接接続します（推奨される方法）。

b. ヌル モデム シリアル ケーブルをワークステーション（PC またはノート型パソコン）からアプ    
ライアンスのシリアル ポートに接続します。端末エミュレーション ソフトウェア  

（HyperTerminal または SecureCRT など）を使用してワークステーションのシリアル接続を開き、   
設定値を 9600 ボー、8 データビット、パリティなし、1 ストップビット、フロー制御なしに設    
定します。

ステップ 2 ストレートスルー カテゴリ 5 イーサネットケーブルをアプライアンスの背面パネルにある eth0    
(NIC1) 10/100/1000 イーサネット ポートに差し込んで LAN に接続します。

ステップ 3 AC 電源コードをアプライアンスの背面パネルと接地された AC コンセントに接続し、アプライア   
ンスの電源をオンにします（図 2-1）。

ステップ 4 「コマンドラインの設定」（p.2-4） の手順に進みます。

図 2-1 Cisco NAC ゲスト サーバの前面パネル

1 ハードディスク ドライブ（HDD）ベイ 6 HDD アクティビティ LED インジケータ
（グリーン）

2 CD-ROM/DVD ドライブ 7 LED インジケータ付き電源ボタン 
（2 色：グリーン /アンバー色）

3 LED インジケータ付き UID（ユニット識別）  
ボタン（ブルー）

8 前面カバーの取り付けネジ

4 システム ヘルス LED インジケータ 
（アンバー色）

9 前面 USB ポート

5 NIC 1（eth0）および NIC2（eth1）のアクティ  
ビティ/リンク ステータス LED インジケータ

1 2 3

4 6

5 7

8 9 8

18
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図 2-2 Cisco NAC ゲスト サーバの背面パネル

（注） 3 つの LAN ポートには、それぞれアクティビティおよびリンク ステータスとネットワーク速度を    
示す LED インジケータが付いています。

1 通気孔 9 LED インジケータ付き UID ボタン（ブルー）
2 上面カバーの取り付けネジ 10 背面 USB ポート（ブラック）
3 PCI ライザー ボード アセンブリの取り付け
ネジ

11 ビデオ ポート（ブルー）

4 NIC 3（eth2）および NIC 4（eth3）PCI Express    
GbE LAN（RJ-45）ポート（Intel）

12 シリアル ポート
5 13 PS/2 キーボード ポート（パープル）
6 標準サイズの PCI Express x16/PCI-X  
ライザー ボード スロット カバー

14 PS/2 マウス ポート（グリーン）

7 電源コード ソケット 15 IPMI 管理用 10/100 Mbps iLO LAN ポート      
（RJ-45）

8 NIC 1（eth0）および NIC 2（eth1）統合 GbE    
LAN（RJ-45）ポート（Broadcom）

2 31 6 3 7

151312111098
14

18
09
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コマンドラインの設定
Cisco NAC ゲスト サーバ アプライアンスでは、最小限度のコマンドライン設定が必要です。次の 2     
つのタスクを行います。

 • ネットワーク上のアプライアンスにアクセスするための 「IP アドレスとデフォルト ゲートウェ   
イの設定」（p.2-4）

 • アプライアンスでのデフォルトからの 「ルート パスワードの変更」（p.2-6）

IP アドレスとデフォルト ゲートウェイの設定
ネットワーク上でアプライアンスにアクセスするには、アプライアンスの 1 つめのインターフェイ  
ス（eth0 または NIC1）に IP アドレスとデフォルト ゲートウェイを設定する必要があります。設定     
は次の手順を行います。

ステップ 1 アプライアンスへのキーボードおよびモニタによる接続、またはシリアル コンソール接続のいずれ 
かを使用し、コマンドラインインターフェイスでパスワード認証を行います。コンソールのユーザ

名は root で、デフォルトのパスワードは cisco です（図 2-3）。

図 2-3 コンソールに対する認証

ステップ 2 system-config-network コマンドを入力して <enter> を押し、ネットワークを設定します。Select A 
Device メニューが表示されます（図 2-4）。
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図 2-4 eth0 インターフェイスの選択

ステップ 3 上下矢印キーを使用してリストから eth0 インターフェイスを選択し、<enter> を押します。

ステップ 4 これにより、アプライアンスのすべての正しいネットワーク設定を入力できます（図 2-5）。

図 2-5 ネットワーク設定の詳細の変更

以下の情報を入力します。

 • Static IP ― Cisco NAC ゲスト サーバに割り当てる IP アドレス

 • Netmask ― 対応するサブネット マスク

 • Default gateway IP ― ネットワークのデフォルト ゲートウェイ

Tab キー、矢印キー、または  <Enter> を使用するとフィールド間を移動できます。終了したら、Tab    
キーで Ok ボタンに移動し、<Enter> を押します。
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ステップ 5 ネットワーク選択画面から Quit を選択し、system-config-network を終了します（図 2-6）。

図 2-6 ユーティリティの終了

ステップ 6 コマンドラインで reboot と入力し、<Enter> を押してアプライアンスをリブートするか、reboot を   
入力する前に「ルート パスワードの変更」（p.2-6） に進みます。

ルート パスワードの変更

（注） ルート パスワードをデフォルトの cisco から変更する必要があります。セキュリティ強化のために、   
複雑なパスワードの使用を推奨します。

ステップ 1 コマンドラインで passwd と入力し、<Enter> を押します。

ステップ 2 新しいパスワードを入力し、<Enter> を押します。

ステップ 3 再度パスワードを入力し、<Enter> を押します。

「システムのセットアップ」（p.3-1） に進み、admin コンソールへのアクセス、設定を行います。
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アプライアンスの再イメージング
Cisco NAC ゲスト サーバの工場出荷時点でシステム イメージがすでにユニットに組み込まれてい    
るため、イメージングは不要です。再びアプライアンスのイメージングを行い、工場出荷時設定に

する必要がある場合、Cisco.Com の Cisco Secure Software Downloads からシステム イメージ ISO を         
ダウンロードし、この ISO ファイルを空の CD-ROM にコピーします。システム イメージをブート     
可能な CD にコピーしたら、次の手順でシステム イメージをアプライアンスにインストールしま   
す。詳細については、『Release Notes for Cisco NAC Guest Server, Release 1.0.0』を参照してください。

注意 アプライアンスのイメージングにより、アプライアンスにあるすべてのデータが削除されます。イ

メージングの開始後は、ゲスト サーバからデータを復旧させる方法はありません。このプロセス 
を開始する前に、必ず必要なデータをバックアップしてください。

ステップ 1 Cisco NAC ゲスト サーバ アプライアンスの CD-ROM ドライブにブート可能な CD を挿入します。

ステップ 2 インストールをキーボードとモニタを使用して行うのか、シリアル コンソール接続で行うのかを決 
定します。キーボードとモニタをアプライアンスの背面に接続するか、またはヌル モデム ケーブ  
ルをアプライアンスの背面にあるシリアル ポートに接続します。シリアル ケーブルが接続されて  
いるコンピュータから端末エミュレーション プログラムを起動し、設定値を 9600 ボー、8 データ    
ビット、パリティなし、1 ストップビット、フロー制御なしに設定します。

ステップ 3 アプライアンスに接続し、イメージを含む CD を挿入したら、アプライアンスの電源をオンにしま  
す。アプライアンスをオンにするか、またはアプライアンスがすでに起動している場合には、一旦

オフにしてから再びオンにします。

ステップ 4 アプライアンスが CD-ROM ドライブから起動し、初期インストール画面が表示されます（図 2-7）。

図 2-7 初期インストール画面

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/guestserver/release_notes/10/gsrn100.html#wp17724
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ステップ 5 初期インストール画面で、アプライアンスとの接続方法に応じて、インストールの実行方法を選択

します。

 • キーボードとモニタにより直接接続されている場合は、<ENTER> を押します。

 • シリアル接続を使用している場合は、ブート プロンプトで serial と入力し、<ENTER> を押し    
ます。

（注） シリアル接続で誤って <ENTER> を押した場合、イメージング プロセスは実行されますが、   
プロセスの最後にアプライアンスが再起動するまで画面は表示されません。

ステップ 6 システム イメージがハードディスクに自動的にインストールされます（図 2-8）。

図 2-8 インストール イメージのコピー

ステップ 7 インストール イメージが無事にコピーされると、システムは自動的に再起動します（図 2-9）。

図 2-9 アプライアンスの再起動
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ステップ 8 CD-ROM が自動的にアプライアンスからイジェクトされます。

（注） アプライアンスがあとで誤って再起動しないように、CD を取り出し、安全な場所に保管し 
ます。

ステップ 9 アプライアンスが起動し、イメージの最終セットアップが自動的に実行されます。イメージング プ 
ロセスが完了し、ログイン画面が表示されます（図 2-10）。

図 2-10 イメージングの完了

ステップ 10 ルート ユーザとしてログインし、引き続き「コマンドラインの設定」（p.2-4） の指示に従ってイン  
ストールを完了します。
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3
システムのセットアップ

時間や SSL 証明書の設定など、アプライアンスおよびほかのシステムに不可欠な設定を行う際、  
Web インターフェイスを利用したシステムのネットワーク設定方法が利用できます。Cisco NAC ゲ   
スト サーバは、すべて HTTP または HTTPS による Web インターフェイスによって、管理されます。

ここで説明する内容は以下のとおりです。

 • 管理インターフェイスへのアクセス（p.3-2）

 • ネットワーク設定（p.3-5）

 • 日付と時間の設定（p.3-7）

 • SSL 証明書（p.3-8）

 • 管理者認証の設定（p.3-12）
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管理インターフェイスへのアクセス
Cisco NAC ゲスト サーバの Web 管理インターフェイスに最初にアクセスする場合、製品ライセン     
スをインストールする必要があります。ライセンスは、アプライアンスに添付されている Product 
Authorization Key（PAK; プロダクト認証キー）の指示に従うか、または次の URL にある評価ライ    
センスに登録することにより取得できます。 

https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet?FormId=146

（注） 評価ライセンスの詳細については、『Cisco NAC Appliance Service Contract / Licensing Support』を参       
照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

 • Cisco NAC ゲスト サーバ ライセンスの取得とインストール（p.3-2）

 • Cisco NAC Guest Server Administration インターフェイスへのアクセス（p.3-3）

Cisco NAC ゲスト サーバ ライセンスの取得とインストール
次の手順により、Cisco NAC ゲスト サーバの FlexLM 製品ライセンス ファイルを入手してインス      
トールを実行します。

ステップ 1 FlexLM ライセンスにより、購入する各ゲスト サーバの PAK を受信します。PAK は、パッケージ     
に添付されている Software License Claim Certificate カードに、粘着ラベルとして貼られています。

警告 PAK は Cisco NAC ゲスト サーバのライセンスではありません。PAK は、以下に説明されている      
ように、Cisco NAC ゲスト サーバのライセンスを取得するために使用されます。

ステップ 2 CCO の登録ユーザとしてログインし、PAK シスコ テクニカルサポート サイト
（http://www.cisco.com/go/license）にあるカスタマー登録フォームに記入します。. カスタマー登録
では、受信する各 PAK と Cisco NAC ゲスト サーバの eth0 の MAC アドレスを送信します。

警告 入力するゲスト サーバの eth0 の MAC アドレスは、大文字でなければなりません（16 進数は大文      
字で入力）。文字列の間にコロン（“:”）を入力しないでください。

ライセンス Web ページの指示に注意深く読み、正しい MAC アドレスを入力するようにしてくださ    
い。

ステップ 3 送信する各 PAK に対して、ライセンス ファイルが生成され、電子メールで送信されます。

ステップ 4 受信した各ライセンス ファイルをディスクに保存します。

https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet?FormId=146
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/support_guide/license.html
http://www.cisco.com/go/license
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ステップ 5 コマンドラインにより設定した IP アドレスを URL に入力し、Cisco NAC ゲスト サーバ管理イン       
ターフェイスへのブラウザを開きます。

 • HTTP アクセスの場合、http://<guest_server_ip_address>/admin を開きます。

 • HTTPS アクセスの場合、https://<guest_server_ip_address>/admin を開きます。

ステップ 6 Guest Server License Form（図 3-1）で、Browse ボタンをクリックし、ライセンス ファイルを探します。

図 3-1 Guest Server License Form（例）

ステップ 7 Submit をクリックし、ライセンスをインストールします。

 Cisco NAC Guest Server Administration インターフェイスへのアクセス

ステップ 8 Cisco NAC Guest Server Administration インターフェイス（図 3-2）が表示されます。これがアプライ     
アンスの管理者インターフェイスです。

ステップ 9 admin ユーザとしてログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードは、共に admin です。
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図 3-2 admin のログイン

（注） セキュリティのために、SSL アクセスを設定し、デフォルトの admin ユーザ パスワードを変更す    
ることを推奨します。詳細については、「SSL 証明書」（p.3-8）および「既存の admin アカウントの   
編集」（p.3-13）を参照してください。

ステップ 10 ライセンスがインストールされると、ブラウザに管理者インターフェイスが表示されます。

 • HTTP アクセスの場合、http://<guest_server_ip_address>/admin を開きます。

 • HTTPS アクセスの場合、https://<guest_server_ip_address>/admin を開きます。

（注） URL に [ /admin] を付けずにゲスト サーバの IP アドレスを入力すると、スポンサーのインターフェ       
イスが表示されます。詳細については、第 4 章「スポンサー認証の設定」を参照してください。
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ネットワーク設定
ほかの操作に移る前に、残されたネットワーク設定を行います。これにより、あとでアプライアン

スを再起動する必要性が減ります。

ステップ 1 管理ホームページの左側のメニューから、 Server > Network Settings を選択します（図 3-3）。

図 3-3 管理ホームページ
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ステップ 2 Network Settings ページでは、アプライアンスで変更できるすべてのネットワーク設定が表示されま  
す（図 3-4）。

図 3-4 Network Settings

次のネットワーク設定を変更できます。

 • Domain Name ― 所属する組織のドメイン名を入力します（例：cisco.com）。

 • Hostname ― DNS で定義されたアプライアンスの名前を入力します（DNS 接尾辞なし）。

 • IP Address ― アプライアンスの eth0 インターフェイスの IP アドレスを入力します。

 • Subnet Mask ― 対応するサブネット マスクを入力します。

 • Default Gateway ― アプライアンスが接続されているネットワークのデフォルト ゲートウェイ

 • Nameserver1 ― プライマリ DNS サーバの IP アドレス

 • Nameserver2 ― セカンダリ DNS サーバの IP アドレス

ステップ 3 Save Settings ボタンをクリックし、行った変更を保存します。

ステップ 4 変更を保存したら、ゲスト サーバを再起動し、すべてのプロセスで正しい IP アドレスが使用され   
ることを確認します。Restart ボタンをクリックすると、再起動プロセスが 60 秒以内にゲスト サー    
バで開始されます。
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日付と時間の設定
Cisco NAC ゲスト サーバでは、正しい日付と時間の設定がきわめて重要です。ゲスト サーバは、ア    
カウントが有効な期間のみゲスト ユーザを認証します。ゲスト アカウントが正しい時間に作成、削  
除されるためには、設定された時間が正確である必要があります。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、 Server > Date/Time Settings を選択します（図 3-5）。

図 3-5 Date/Time Settings

ステップ 2 ゲスト サーバがある場所の正しい日付と時間を選択します。

ステップ 3 ゲスト サーバがある場所の正しい時間帯（タイムゾーン）を選択します。

ステップ 4 Set System Date and Time ボタンをクリックし、設定を適用します。
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SSL 証明書
スポンサーと管理者は、HTTP または HTTPS を使用して、Cisco NAC ゲスト サーバにアクセスで      
きます。よりセキュアなアクセスのために、HTTPS アクセスの使用を推奨します。

ここでは、次の内容について説明します。

 • HTTP または HTTPS によるゲスト サーバへのアクセス（p.3-8）

 • 一時証明書 /CSR/秘密鍵の生成（p.3-9）

 • 証明書ファイルのダウンロード（p.3-10）

 • 証明書ファイルのアップロード（p.3-11）

HTTP または HTTPS によるゲスト サーバへのアクセス
スポンサーと管理者がポータルにアクセスする際、HTTP、HTTP と HTTPS の両方、または HTTPS    
のみを使用するのかを設定できます。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、 Server > SSL Settings を選択します（図 3-6）。

図 3-6 SSL Settings の Main ページ

ステップ 2 Main SSL Settings ページには、次のオプションがあります。

 • Redirect http to https ― イネーブルの場合、HTTP を使用してゲスト サーバにアクセスするスポ       
ンサーまたは管理者は、自動的に HTTPS インターフェイスにリダイレクトされます。この設  
定がイネーブルでない場合、リダイレクトは行われません。

 • Allow http access ― イネーブルの場合、スポンサーおよび管理者は、標準 HTTP でポータルに      
アクセスできます。この設定がイネーブルでない場合、スポンサーおよび管理者はリダイレク

トされる（最初のオプションが設定されている場合）か、または HTTP アクセスが使用できな  
いことを説明する Web ページが表示されます（最初のオプションが設定されていない場合）。

ステップ 3 変更を行ったあと、Save Settings ボタンをクリックします。
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（注） Main SSL Settings ページには、Restart Web Server ボタンもあります。新しい証明書が生成されるか      
アプライアンスにアップロードされた場合、アプライアンスの Web サーバ コンポーネントを再起   
動する必要があります。Restart ボタンをクリックすると、ゲスト サーバは新しい証明書を使用し  
ます。

一時証明書 /CSR/秘密鍵の生成
Cisco NAC ゲスト サーバは、デフォルトの証明書がインストールされた状態で出荷されます。   
HTTPS を使用する場合、新しい一時証明書と秘密鍵を生成することを強く推奨します。これらの生 
成を行うとき、Certificate Authority（CA; 認証局）署名付き証明書を取得するために使用できる  
Certificate Signing Request（CSR; 証明書署名要求）も生成されます。

一時証明書、CSR、および秘密鍵を生成するプロセス全体は、Create ページで行われます。Create 
ページで正しい情報を入力すると、必要なファイルが自動的に生成されます。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから Server > SSL Settings を選択し、ページの上部にある     
メニューから Create を選択します（図 3-7）。

図 3-7 Create SSL ページ

ステップ 2 画面に一時証明書と CSR の情報を入力します。

 • Common Name ― Cisco NAC ゲスト サーバの IP アドレス、またはゲスト サーバの Fully Qualified           
Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイン名）。FQDN は DNS で正しく解決する必要があります。

 • Organisation ― 所属する組織または会社の名前

 • Organisational Unit ― デバイスを所有する部門またはビジネス ユニットの名前

 • City ― サーバが配置されている都市

 • State ― サーバが配置されている州

 • 2 Letter Country Code ― ゲスト サーバが配置されている国を表す 2 文字の ISO の略語（米国の          
場合は US、英国の場合は GB）



第 3章      システムのセットアップ      
SSL 証明書

3-10
Cisco NAC ゲスト サーバ インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-14644-01-J

ステップ 3 Create Certificate をクリックします。CA からの証明書を取得するために使用できる一時自己署名証   
明書、新しい秘密鍵、および対応する CSR が作成されます。

ステップ 4 新しい一時証明書を使用するには、Web サーバ プロセスを再起動する必要があります。画面上部  
の Main タブをクリックし、Restart Web Server ボタンをクリックします（図 3-6）。

（注） CSR が必要な場合、「証明書ファイルのダウンロード」（p.3-10） に説明されているように、ダウン  
ロード ページから CSR をダウンロードできます。

証明書ファイルのダウンロード

CSR を CA に送信して証明書を取得するために、アプライアンスから CSR をダウンロードする必     
要があります。この際証明書と秘密鍵のバックアップを強く推奨します。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、 Server > SSL Settings を選択します。

ステップ 2 ページの上部にあるメニューから Download を選択します（図 3-8）。

図 3-8 証明書ファイルのダウンロード

ステップ 3 該当するリンクをクリックし、CSR、秘密鍵、または SSL 証明書をダウンロードします。

ステップ 4 秘密鍵と SSL 証明書を安全なバックアップ場所に保存します。
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証明書ファイルのアップロード

Cisco NAC ゲスト サーバは、証明書ファイルをアプライアンスにインポートおよびアップロードす   
る方法を提供します。Upload SSL Certificate ページは、CA 署名付き証明書のインストールまたは以    
前バックアップされたファイルの復旧のために使用します。

（注） 証明書ファイルは、バックアップ プロセスの一部としてバックアップされません。「証明書ファイ 
ルのダウンロード」（p.3-10） に説明されているように、手動でバックアップを行う必要があります。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、 Server > SSL Settings を選択します。

ステップ 2 ページの上部にあるメニューから Upload を選択します（図 3-9）。

図 3-9 証明書ファイルのアップロード

ステップ 3 Upload SSL Certificate ページで Browse ボタンをクリックしてアップロードしたい SSL 証明書ファ       
イルまたは秘密鍵ファイルを探し、Upload ボタンをクリックします。
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管理者認証の設定
Cisco NAC ゲスト サーバには、[admin] という名の 1 つのデフォルト管理者アカウントがあります。      
Authentication メニューの下にある Admin Accounts ページでは、追加の管理者アカウントを作成、編    
集、および削除することができます。

ここでは、以下の内容について説明します。

 • 新しい admin アカウントの追加（p.3-12）

 • 既存の admin アカウントの編集（p.3-13）

 • 既存の admin アカウントの削除（p.3-15）

新しい admin アカウントの追加

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > Admin Accounts を選択します。

図 3-10 Admin Accounts

ステップ 2 Admin Accounts ページ（図 3-10）で、Add User ボタンをクリックします。

図 3-11 admin ユーザの追加
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ステップ 3 Add Administrator ページ（図 3-11）で、すべての admin ユーザのクレデンシャルを入力します。

 • First Name ― admin ユーザのファースト ネームを入力します。

 • Surname ― admin ユーザの姓を入力します。

 • Email Address ― admin ユーザの電子メール アドレスを入力します。

 • Username ― admin アカウントのユーザ名を入力します。

 • Password ― admin アカウントのパスワードを入力します。

 • Repeat Password ― admin アカウントのパスワードを再び入力します。

ステップ 4 Add Administrator ボタンをクリックします。

 • エラーがある場合、アカウントは追加されず、ページの上部にエラー メッセージが表示されま 
す。

 • 無事に追加された場合、ページの上部に成功を示すメッセージが表示され、さらに admin アカ  
ウントを追加できます。

既存の admin アカウントの編集
すでに作成された admin アカウントの設定を変更できます。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > Admin Accounts を選択します。

図 3-12 編集対象の admin ユーザ

ステップ 2 Admin Accounts ページ（図3-12）で、リストからユーザを選択してEdit User ボタンをクリックします。

ステップ 3 Edit Administrator ページ（図 3-13）で、ユーザのクレデンシャルを編集します。
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図 3-13 admin アカウントの編集

 • First Name ― admin ユーザのファースト ネームを編集します。

 • Surname ― admin ユーザの姓を編集します。

 • Email Address ― admin ユーザの電子メール アドレスを編集します。

 • Username ― admin アカウントのユーザ名を編集します。

（注） Password および Repeat Password フィールドをブランクにすると、現在のパスワードが維持    
されます。

 • Password ― admin アカウントのパスワードを編集します。

 • Repeat Password ― admin アカウントのパスワードを編集します。

ステップ 4 Save Settings ボタンをクリックします。

 • エラーがある場合、アカウントは変更されず、ページの上部にエラー メッセージが表示されま 
す。

 • 無事に変更された場合、ページの上部に成功を示すメッセージが表示され、同じ admin アカウ  
ントを再度変更することができます。
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既存の admin アカウントの削除
既存の admin アカウントを管理インターフェイスから削除できます。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > Admin Users を選択します。

図 3-14 削除する admin アカウントの選択

ステップ 2 Admin Accounts ページ（図 3-14）で、リストからユーザを選択し、Delete User ボタンをクリックし    
ます。

ステップ 3 プロンプト [Are you sure you want to delete the user] が表示されたら、OK をクリックしてユーザを削           
除するか、または Cancel をクリックして削除を中止します。

無事に削除された場合、ページの上部に成功を示すメッセージが表示され、続けて admin アカウン  
トの操作を行うことができます。
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4
スポンサー認証の設定

スポンサーは、Cisco NAC ゲスト サーバを使用してゲスト アカウントを作成するユーザです。ス    
ポンサー認証は、ゲスト サーバ上のスポンサー ユーザを認証するために使用する方法です。スポ  
ンサー認証には次の 2 つのオプションがあります。

 • ローカル ユーザ認証 ― Cisco NAC ゲスト サーバで直接スポンサー アカウントを作成します。 
「ローカル スポンサー認証の設定」（p.4-2）を参照してください。

 • AD 認証 ― 既存の Active Directory（AD）の実装に対してスポンサーを認証します。「Active     
Directory（AD）認証の設定」（p.4-6）を参照してください。
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ローカル スポンサー認証の設定
ローカル認証では、Cisco NAC ゲスト サーバで直接スポンサー ユーザ アカウントを設定できます。     
ローカル認証では、次のことが可能です。

 • 新しいローカル ユーザ アカウントの追加（p.4-2）

 • 既存のユーザ アカウントの編集（p.4-3）

 • 既存のユーザ アカウントの削除（p.4-5）

新しいローカル ユーザ アカウントの追加

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > Local Users を選択します（図 4-1）。

図 4-1 Local Users

ステップ 2 Add User ボタンをクリックし、ローカル スポンサー設定ページを起動します（図 4-2）。

図 4-2 ローカル ユーザの追加
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ステップ 3 Add a Local User Account ページで、すべてのスポンサー ユーザ クレデンシャルを入力します。

 • First Name ― スポンサーのファースト ネームを入力します。

 • Last Name ― スポンサーの姓を入力します。

 • Username ― スポンサー アカウントのユーザ名を入力します。

 • Password ― スポンサー アカウントのパスワードを入力します。

 • Repeat Password ― スポンサー アカウントのパスワードを再び入力します。

 • Groups ― ドロップダウンからスポンサー アカウントのグループを選択します。（グループの詳   
細については第 5 章「ユーザ グループ権限の設定」 を参照してください。）

 • Email Address ― スポンサーの電子メール アドレスを入力します。

ステップ 4 Add User ボタンをクリックします。

 • エラーがある場合、アカウントは追加されず、ページの上部にエラー メッセージが表示されま 
す。

 • 無事に追加された場合、ページの上部に成功を示すメッセージが表示され、さらにユーザ アカ 
ウントを追加できます。

既存のユーザ アカウントの編集
作成済みローカル ユーザ アカウントの設定を変更します。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > Local Users を選択します（図 4-3）。

図 4-3 編集するローカル ユーザ

ステップ 2 リストからユーザを選択し、Edit User ボタンをクリックします。
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ステップ 3 Edit a Local User Account ページで、ユーザ クレデンシャルを編集します（図 4-4）。

図 4-4 ローカル スポンサー アカウントの編集

 • First Name ― スポンサー アカウントのファースト ネームを編集します。

 • Last Name ― スポンサー アカウントの姓を編集します。

（注） Password および Repeat Password フィールドをブランクにすると、現在のパスワードが維持    
されます。

 • Password ― スポンサー アカウントのパスワードを変更します。

 • Repeat Password ― スポンサー アカウントの変更されたパスワードを再び入力します。

 • Groups ― ドロップダウンからスポンサー アカウントのグループを選択します。第 5 章「ユー     
ザ グループ権限の設定」 に、グループの詳細を示します。

 • Email Address ― スポンサーの電子メール アドレスを編集します。

ステップ 4 Save Settings ボタンをクリックします。

 • エラーがある場合、アカウントは変更されず、ページの上部にエラー メッセージが表示されま 
す。

 • 無事に変更された場合、ページの上部に成功を示すメッセージが表示され、同じユーザ アカウ 
ントを再度変更することができます。
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既存のユーザ アカウントの削除
既存のスポンサー ユーザ アカウントを管理インターフェイスから削除できます。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > Local Users を選択します（図 4-5）。

図 4-5 削除するユーザの選択

ステップ 2 リストからユーザを選択し、Delete User ボタ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。

 • 無事に削除された場合、ページの上部に成功を示すメッセージが表示され、続けてローカル

ユーザ アカウントの操作を行うことができます。
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Active Directory（AD）認証の設定
Active Directory 認証では、既存の AD ユーザ アカウントを使用し、ゲスト サーバを使用するスポ      
ンサー ユーザを認証します。これによりスポンサーは、ゲスト サーバに対する認証のためだけに  
他のユーザ名とパスワードのセットを覚えておく必要がなくなります。また、スポンサー アカウン 
トを作成したり、追加されたスポンサー アカウントを管理する必要がないため、管理者はゲスト 
アクセスをすばやく開始できます。Active Directory 認証では、次のことが可能です。

 • Active Directory ドメイン コントローラの追加（p.4-7）

 • 既存のドメイン コントローラの編集（p.4-8）

 • 既存のドメイン コントローラ エントリの削除（p.4-10）

AD 認証では、複数のドメイン コントローラに対する認証をサポートしています。ドメイン コント   
ローラを、復元力をもたせるために同一の Active Directory に配置するか、または信頼関係が設定さ   
れていない場合でも、異なるドメインのスポンサー ユーザをゲスト サーバが認証できるように、異  
なる Active Directory に配置することができます。

すべての Active Directory 認証は、個々のドメイン コントローラ エントリに対して行われます。ド     
メイン コントローラ エントリは、次の 6 つの項目で構成されています。

 • Server Name ― ドメイン コントローラの識別名（テキスト表示）。できる限り、識別しやすい    
ドメイン コントローラおよびアカウントの接尾辞の使用を推奨します。

 • User Account Suffix ― Active Directory のすべてのユーザは、「ユーザ名@ドメイン」として表      
示されるユーザ ログオン名をもっています。このフィールドに「@ドメイン接尾辞」（@ を含  
む）を入力すると、スポンサー ユーザはユーザ ログオン名のすべてを入力する必要がなくな  
ります。

 • Domain Controller IP Address ― スポンサー ユーザが認証するドメイン コントローラの IP アド         
レス

 • Base DN ― Active Directory の root。これにより、LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）         
検索でスポンサーのユーザ グループを見つけることができます。

 • AD Username ― AD を検索する権限をもつユーザ アカウント。これにより、スポンサーのユー     
ザ グループの LDAP 検索が可能になります。

 • AD Password ― AD を検索する権限をもつユーザ アカウントのパスワード 

同じドメイン コントローラに対して異なるユーザ アカウント接尾辞を認証できるようにするため  
に、同じ IP アドレスと異なるユーザ アカウント接尾辞をもつ複数のドメイン コントローラを作成    
できます。各エントリでユニークである必要のあるフィールドは、Server Name、User Account Suffix、   
および Base DN です。

ドメイン コントローラの障害に備えて復元力を提供するために、異なる Domain Controller IP    
Address をもつ同一の User Account Suffix に複数のエントリを入力できます。各エントリでユニーク     
である必要のあるフィールドは、Server Name だけです。

ゲスト サーバは、各ドメイン コントローラのエントリに対して順番にスポンサーの認証を行いま  
す。
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Active Directory ドメイン コントローラの追加

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > AD Authentication を選択します（図    
4-6）。

図 4-6 Active Directory の認証

ステップ 2 Add DC ボタンをクリックします。

ステップ 3 Add Active Directory Domain Controller ページで、特定の AD ドメイン コントローラに対する認証に        
必要なすべての情報を入力します（図 4-7）。

図 4-7 Add Active Directory Domain Controller

 • Server Name ― ドメイン コントローラの AD サーバ名とアカウント接尾辞を入力します（例：      
CCA.CISCO.COM）。

 • User Account Suffix ― 先頭の @ を含めたユーザ アカウント接尾辞を入力します（例：       
@cca.cisco.com）。すべての AD ユーザには、「ユーザ名@ドメイン」で表示される一続きのユー  
ザ ログオン名があります。スポンサーがユーザ ログオン名のすべてを入力する必要がないよ  
うに、このフィールドに「@ドメイン」（@含む）を入力します。
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 • Domain Controller IP Address ― ドメイン コントローラの IP アドレスを入力します。これは、ス        
ポンサーが認証する DC の IP アドレスです。

 • Base DN ― ドメイン コントローラのベース Distinguished Name（DN; 認定者名）を入力します。       
これは、ディレクトリ ツリーの root の名前です。グループ検索時に、ゲスト サーバが開始場    
所を認識するために使用されます。ドメイン cca. cisco.com のベース DN の例は、 
DC=cca,DC=cisco,DC=com です。

 • AD Username ― LDAP を使用して Active Directory を検索する権限をもつユーザ名を入力しま       
す。これにより、ゲスト サーバは、ユーザが所属するグループのリストなど、ユーザに関する 
詳細情報を取得できます。

 • AD Password ― AD ユーザ名の入力後、このアカウントのパスワードを入力します。

 • Confirm AD Password ― パスワードを再度入力し、パスワードが正しいことを確認します。

ステップ 4 Add Domain Controller ボタンをクリックします。

既存のドメイン コントローラの編集

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > AD Authentication を選択します。

ステップ 2 リストから Active Directory Domain Controller を選択し、Edit DC ボタンをクリックします（図 4-8）。

図 4-8 編集するドメイン コントローラの選択

ステップ 3 Active Directory Domain Controller ページ（図 4-9 ）で、この AD ドメイン コントローラに対する認        
証の情報を編集します。
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図 4-9 DC 設定の編集

ステップ 4 必要に応じて設定を変更します。

 • User Account Suffix ― 先頭の @ を含めたユーザ アカウント接尾辞を編集します（例：       
@cca.cisco.com）。すべての AD ユーザには、「ユーザ名@ドメイン」で表示される一続きのユー  
ザ ログオン名があります。スポンサーがユーザ ログオン名のすべてを入力する必要がないよ  
うに、このフィールドに「@ドメイン」（@含む）を入力します。

 • Domain Controller IP Address ― ドメイン コントローラの IP アドレスを編集します。これは、ス        
ポンサーが認証する DC の IP アドレスです。

 • Base DN ― ドメイン コントローラのベース DN を編集します。これは、ディレクトリ ツリー       
の root の名前です。グループ検索時に、ゲスト サーバが開始場所を認識するために使用されま   
す。ドメイン cca. cisco.com のベース DN の例は、DC=cca,DC=cisco,DC=com です。

 • AD Username ― LDAP を使用して Active Directory を検索する権限をもつユーザ名を編集しま       
す。これにより、ゲスト サーバは、ユーザが所属するグループのリストなど、ユーザに関する 
詳細情報を取得できます。

（注） パスワードを変更しない場合、両方のパスワード エントリをブランクにすると、現在のパ 
スワードが維持されます。

 • AD Password ― 検索権限をもつ AD ユーザ アカウントのパスワードを編集します。

 • Confirm AD Password ― パスワードをもう一度入力し、パスワードが正しいことを確認します。

ステップ 5 Save Settings ボタンをクリックします。
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既存のドメイン コントローラ エントリの削除

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > AD Authentication を選択します。

ステップ 2 リストからドメイン コントローラを選択します（図 4-10）。

図 4-10 ドメイン コントローラ エントリの削除

ステップ 3 Delete DC ボタンをクリックします。

ステップ 4 プロンプトでドメイン コントローラの削除を確認します。

 • エラーがある場合、DC は変更されず、ページの上部にエラー メッセージが表示されます。

 • 無事に削除された場合、ページの上部に成功を示すメッセージが表示され、続けてドメイン コ 
ントローラの操作を行うことができます。
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5
ユーザ グループ権限の設定

ユーザ グループは、スポンサーに権限を割り当てる際に使用されます。スポンサーの権限を設定す 
ることにより、アカウントの作成、アカウントの変更、レポートの生成、電子メールまたは SMS 
によるゲストへのアカウント詳細の送信など、さまざまな機能へのアクセスを可能にしたり制限し

たりできます。

ヒント デフォルトでは、すべてのユーザが DEFAULT グループに割り当てられています。スポンサーを 1   
つに分類したい場合にのみ、DEFAULT グループを編集できます。

この章では、次の内容について説明します。

 • ユーザ グループの追加（p.5-2）

 • ユーザ グループの編集（p.5-4）

 • ユーザ グループの削除（p.5-6）
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ユーザ グループの追加
次の手順により、新しいスポンサー ユーザ グループを作成できます。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > User Groups を選択します（図 5-1）。

図 5-1 User Groups

ステップ 2 Add Group ボタンをクリックし、新しいユーザ グループを追加します。

ステップ 3 Add a New User Group ページ（図 5-2）から、新しいユーザ グループの情報を入力します。

図 5-2 新しいユーザ グループの作成

ステップ 4 Group Name ― スポンサー ユーザを配置したいグループの名前を入力します。
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ステップ 5 Active Directory Group ― AD 認証を設定すると（「Active Directory（AD）認証の設定」[p.4-6]  を参        
照）、ゲスト サーバは、すべての設定済み AD サーバ内に設定されたすべてのグループのリストを   
取得します。ドロップダウンから Active Directory グループを選択すると、この AD グループのすべ     
てのスポンサー ユーザにこのグループの権限が与えられます。

（注） 重複する AD グループについては、リリース 1.0.0 ではサポートしていません。Cisco NAC ゲスト      
サーバで定義されたユーザ グループにマッピングを行う際は一意の AD グループの作成を推奨し   
ます。

ステップ 6 新しいユーザ グループの権限を次のように設定します。

 • Allow Login ― Yes を選択し、このグループのスポンサーに Cisco NAC ゲスト サーバへのアク        
セスを許可します。許可しない場合、No を選択します。

 • Create Account ― Yes を選択し、スポンサーにゲスト アカウントの作成を許可します。許可し     
ない場合、No を選択します。

 • Send Email ― Yes を選択し、スポンサーにゲスト サーバからゲスト ユーザへの電子メールによ      
るアカウント詳細の送信を許可します。許可しない場合、No を選択します。

 • Send SMS ― Yes を選択し、スポンサーにゲスト サーバからゲスト ユーザへの SMS によるア        
カウント詳細の送信を許可します。許可しない場合、No を選択します。

 • Edit Account ― ゲスト アカウントの終了日と終了時間の編集に関して、次のいずれかの権限を    
選択します。

－ No ― スポンサーは、アカウントの編集を許可されません。

－ Own Account ― スポンサーは、自分が作成したアカウントの編集のみ許可されます。

－ All Accounts ― スポンサーは、すべてのゲスト アカウントの編集を許可されます。

 • Suspend Account ― アカウントの一時停止に関して、次のいずれかのオプションを選択します。

－ No ― スポンサーは、アカウントの一時停止を許可されません。

－ Own Account ― スポンサーは、自分が作成したアカウントの一時停止のみ許可されます。

－ All Accounts ― スポンサーは、すべてのゲスト アカウントの一時停止を許可されます。

 • Reporting (Active) ― アクティブ アカウントのレポート詳細の表示に関して、次のいずれかの権    
限を選択します。

－ No ― スポンサーは、アカウントのレポート詳細の表示を許可されません。

－ Own Account ― スポンサーは、自分が作成したアカウントのレポート詳細の表示のみ許可   
されます。

－ All Accounts ― スポンサーは、すべてのアクティブ ゲスト アカウントのレポート詳細の表     
示を許可されます。

 • Reporting (Edit) ― フル レポートの実行に関して、次のいずれかの権限を選択します。

－ No ― スポンサーは、アカウントのフル レポートの実行を許可されません。

－ Own Account ― スポンサーは、自分が作成したアカウントのフル レポートの実行のみ許可    
されます。

－ All Accounts ― スポンサーは、すべてのアクティブ ゲスト アカウントのフル レポートの実      
行を許可されます。

ステップ 7 Add Group ボタンをクリックし、権限が指定されたグループを追加します。
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ユーザ グループの編集
次の手順は、スポンサー ユーザ グループの編集方法を説明しています。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > User Groups を選択します。

ステップ 2 編集したいグループを選択し、Edit Group ボタンをクリックします（図 5-3）。

図 5-3 編集するユーザの選択

ステップ 3 Edit an existing User Group ページ（図 5-4）で、グループの設定を変更します。

図 5-4 ユーザ グループの編集

 • Active Directory Group ― AD 認証を設定すると（「Active Directory（AD）認証の設定」[p.4-6]  を        
参照）、ゲスト サーバは、すべての設定済み AD サーバ内に設定されたすべてのグループのリ   
ストを取得します。ドロップダウンから Active Directory グループを選択すると、この AD グ     
ループのすべてのスポンサー ユーザにこのグループの権限が与えられます。



第 5章      ユーザ グループ権限の設定
ユーザ グループの編集 

5-5
Cisco NAC ゲスト サーバ インストレーション コンフィギュレーション ガイド      

OL-14644-01-J

（注） 重複する AD グループについては、リリース 1.0.0 ではサポートしていません。Cisco NAC ゲスト      
サーバで定義されたユーザ グループにマッピングを行う際は、一意の AD グループの作成を推奨し   
ます。

 • Allow Login ― スポンサーに Cisco NAC ゲスト サーバへのアクセスを許可するかどうかを編集       
します。

 • Create Account ― スポンサーにゲスト アカウントの作成を許可するかどうかを編集します。

 • Send Email ― スポンサーにゲスト ユーザへの自動電子メールによるアカウント詳細の送信を    
許可するかどうかを編集します。

 • Send SMS ― スポンサーにゲスト ユーザへの自動 SMS によるアカウント詳細の送信を許可す      
るかどうかを編集します。

 • Edit Account ― スポンサーに、終了日と終了時間の変更に関して、自分が作成したアカウント   
のみで許可するか（Own Account）、すべてのアカウントで許可するか（All Accounts）、まった  
く許可しないか（No）を編集します。

 • Suspend Account ― スポンサーに、アカウントの一時停止に関して、自分が作成したアカウン   
トで許可するか（Own Account）、すべてのアカウントで許可するか（All Accounts）、まったく  
許可しないか（No）を編集します。

 • Active Account ― スポンサーに、アクティブ アカウントの表示に関して、自分が作成したアカ    
ウントのみで許可するか（Own Account）、すべてのアカウントで許可するか（All Accounts）、  
まったく許可しないか（No）を編集します。

 • Full Reporting ― スポンサーに、完全なレポートの実行に関して、自分が作成したアカウントの   
みで許可するか（Own Account）、すべてのアカウントで許可するか（All Accounts）、まったく  
許可しないか（No）を編集します。

ステップ 4 終了したら、Save Group ボタンをクリックします。
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ユーザ グループの削除

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Authentication > User Groups を選択します。

図 5-5 削除するグループのリスト表示

ステップ 2 削除したいグループを選択し、Delete Group ボタンをクリックします（図 5-5）。

ステップ 3 プロンプトで削除を確認します。

（注） ローカル ユーザが削除対象のグループに所属している場合、ユーザ グループを削除する前にその  
ユーザを削除する必要があります。
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6
ゲスト ログイン ポリシーの設定

一般的な組織では、ユーザ名のフォーマット、長さ、複雑なパスワード設定など、内部ユーザや内

部システム向けのアカウント作成に関するポリシーが定められています。Cisco NAC ゲスト サーバ   
により、ゲスト ユーザ名およびパスワードの作成ポリシーを組織のポリシーにマッチするように設 
定したり、ゲスト アカウント独自のポリシーを作成したりすることができます。

ユーザ名ポリシーの設定
ユーザ名ポリシーでは、すべてのゲスト アカウントのユーザ名の作成方法を決定します。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Guest Policy > Username Policy を選択します（図     
6-1）。

図 6-1 ゲスト ユーザ名ポリシー
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ステップ 2 ゲスト アカウントのユーザ名の作成に関して、次の 3 つのいずれかのオプションを選択します。

 • Username Policy 1 (email)

ゲストの電子メールアドレスをユーザ名として使用します。同一電子メール アドレスをもつ重 
複するアカウントがある場合、電子メール アドレスの最後にランダムな番号を追加し、ユーザ 
名を一意にします。重複するアカウントとは同一の電子メール アドレスをもつアカウントを意 
味し、重複する期間も有効です。

 • Username Policy 2 (FirstLast)

ゲストのファースト ネームと姓を組み合わせることにより、ユーザ名を作成します。このユー 
ザ名の Minimum Username Length を 10 ～ 20 字に設定できます（デフォルトは 10）。10 字未満          
のユーザ名は、ランダムな数字を加えて 10 字以上にします。

 • Username Policy 3 (Random)

アルファベット、数字、特殊文字のランダムな組み合わせにより、ユーザ名を作成します。ラ

ンダムな文字を生成するために、3 つのフィールドにそれぞれアルファベット、数字、特殊文 
字を入力します。

（注） ユーザ名の全体の長さは、含まれる文字数の合計により決定されます。

ステップ 3 終了したら、Set Policy をクリックし、ユーザ名ポリシーを適用します。
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パスワード ポリシーの設定
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作成方法を決定します。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Guest Policy > Password Policy を選択します（図 6-2）。

図 6-2 パスワード ポリシー

ステップ 2 Alphabetic Characters セクションで、パスワードで使用する文字と文字数を入力します。

ステップ 3 Numeric Characters セクションで、パスワードで使用する数字と文字数を入力します。

ステップ 4 Other Characters セクションで、パスワードで使用する特殊文字と文字数を入力します。

注意 [Other Characters] フィールドのパスワードには、! $ ^ & * ( ) - _ = + [ ] { } ; : @ # ~ , > ? のみを使用                      
します。 

£ % < ¨ ` ' \ |. は、Clean Access Manager API によりサポートされていないため、[Other Characters]            
フィールドでは使用しないでください。 

ステップ 5 Set Policy をクリックして、設定を保存します。

（注） パスワードの全体の長さは、含まれる文字数の合計により決定されます。それぞれのフィールド

（アルファベット、数字、特殊文字）で、0 ～ 20 字を選択できます。
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7
Cisco NAC アプライアンスとの統合

この章では、次の内容について説明します。

 • NAC Appliance Settings の設定（p.7-2）

 • NAC アプライアンスの設定のテスト（p.7-3）

 • レポートのための CAM の設定（p.7-4）

通常のゲスト ユーザは、ウェブ ブラウザを使用して認証の詳細を提供するキャプティブ ポータル   
を経由してネットワークへの認証を受けます。Cisco NAC アプライアンスにより、管理者はカスタ  
マイズ可能なセキュアなゲスト ユーザ アクセス ポータルを提供できます。

Cisco NAC ゲスト サーバは、NAC アプライアンス API を使用して Cisco NAC アプライアンスと統         
合されます。これは、ゲスト サーバが Cisco NAC Manager（別名 Clean Access Manager; CAM）と通        
信するために必要とする HTTPS ベースの API です。

（注） Cisco NAC アプライアンス API の詳細については、該当する『Cisco NAC Appliance - Clean Access         
Manager Installation and Configuration Guide』の「API Support」セクションを参照してください。

Cisco NAC ゲスト サーバは、ゲスト ユーザに定義する特別な役割に割り当てられたローカル ユー     
ザ アカウントとして、CAM でゲスト ユーザ アカウントを作成します。ゲスト サーバは、有効な     
新規アカウントを毎分作成し、期限切れになったアカウントを毎分削除します。アカウントが一時

停止した場合、ゲスト サーバは、CAM のアカウントと、ログインしているネットワーク上のゲス  
ト ユーザのアカウントの両方を削除します（ゲスト ユーザがログインしている場合）。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/configuration_guide/412/cam/m_apiapx.html
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NAC Appliance Settings の設定
次の手順では、Cisco NAC ゲスト サーバと Cisco NAC Appliance Manager が通信できるように設定        
する方法を説明します。

ステップ 1 ゲスト サーバ管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > NAC Appliance を選択しま     
す。

図 7-1 CAM の設定

ステップ 2 NAC Appliance Settings ページ（図 7-1）で、次の設定を入力します。

 • Name ― CAM を説明する名前を入力します。

 • Hostname of Address ― CAM の DNS 名または IP アドレスを入力します。

 • Admin Username ― admin ユーザ名として admin と入力するか、または CAM に対する API 権限          
をもつ CAM admin ユーザ名を入力します。

 • Password ― CAM admin または API アカウントのパスワードを入力します。

 • Repeat Password ― パスワードを再度入力し、パスワードが一致していることを確認します。

 • Role ― ゲスト ユーザに割り当てる CAM でのユーザ役割の名称を入力します。これは、CAM     
に設定されたユーザ役割の名称と大文字、小文字を含めて正確に一致している必要がありま

す。

ステップ 3 Save Settings ボタンをクリックします。

ステップ 4 ページの下部にあるリンクをクリックし、これらの設定が正しく機能していることをテストしま

す。
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NAC アプライアンスの設定のテスト
NAC アプライアンスの設定が正しく行われていることを確認するために、いつでもテストを行う 
ことができます。

ステップ 1 ゲスト サーバ管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > NAC Appliance を選択しま     
す。

ステップ 2 NAC Appliance Settings ページの下部にあるリンクをクリックし、これらの設定をテストします。

図 7-2 NAC アプライアンスの設定のテスト（結果ページの例）

ステップ 3 テスト結果のページ（図 7-2）は、表示されるまでしばらく時間がかかる場合があります。設定が
正しくない場合、ページの表示はさらに時間がかかります。このページは、アカウントの作成が成

功したかどうかについて説明します。

ステップ 4 CAM admin のコンソールで Monitoring > Event Logs に移動し、アカウント visitornetworks_test が無         
事に作成され、削除されたことを確認します。
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レポートのための CAM の設定
レポートが実行されているときに Cisco NAC ゲスト サーバがゲスト ユーザの詳細を正しく表示す     
るには、CAM がゲスト サーバに RADIUS アカウント情報を送信するように設定する必要がありま    
す。さらに、CAM はその情報を正しくフォーマットする必要があります。

（注） CAM にアクセスして CAM で設定を行う方法の詳細については、該当する『Cisco NAC Appliance -      
Clean Access Manager Installation and Configuration Guide』を参照してください。

RADIUS アカウンティング サーバの追加

ステップ 1 適切なパスワードをもつ admin ユーザとして、CAM Web コンソールにログインします（デフォル    
トのユーザ名 /パスワードは admin/cisco123）。

（注） 編集権限をもつすべての CAM admin ユーザがこの設定を行うことができます。

ステップ 2 User Management > Auth Servers > Accounting > Server Config の順番に進みます。

図 7-3 RADIUS アカウンティング サーバの設定

ステップ 3 Enable RADIUS Accounting のチェックボックスをクリックし、以下のフィールドを設定します。

 • Server Name ― Cisco NAC ゲスト サーバの IP アドレスを入力します。

 • Server Port ― ポートには 1813 を入力します。

 • Timeout (sec) ― タイムアウトの値を入力します。一般的には 10 秒が適切です。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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 • Shared Secret ― Cisco NAC ゲスト サーバで使用する共有秘密を入力します。「RADIUS クライ       
アントの追加」（p.8-3） で説明されているように、これは、CAM を RADIUS クライアントとし   
てゲスト サーバに追加する際に、ゲスト サーバで設定された共有秘密と一致している必要が  
あります。両方の共有秘密が同一であることを確認します。

 • NAS-IP-Address ― CAM 自身のアドレスを NAS-IP-Address として入力します。

ステップ 4 Update ボタンをクリックします。

RADIUS アカウンティング データをフォーマットするための CAM の設定
CAM に多くの異なる属性を RADIUS アカウンティング パケットに付加するように設定することに    
より、属性をさまざまな方法でフォーマットすることができます。Cisco NAC ゲスト サーバが理解   
できるような特定のフォーマットで属性情報を送信するように、CAM を設定する必要があります。

（注） 詳細については、該当する『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and Configuration         
Guide』の「 RADIUS Accounting」セクションを参照してください。

ステップ 1 CAM admin コンソールにログインし、 User Management > Auth Servers > Accounting > Shared 
Events  の順番に進みます（図 7-4）。

図 7-4 Shared Events（共有イベント）

ステップ 2 Shared Events ページで、User_Name 属性エントリの右にある Edit ボタンをクリックします。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6128/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/configuration_guide/412/cam/m_auth.html#wp1159082
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図 7-5 Edit User Name Attribute（ユーザ名アトリビュートの編集）

ステップ 3 Edit User_Name Attribute ページ（図 7-5）で、Reset Element ボタンをクリックし、既存のサンプル     
データ フォーマットを削除します。

ステップ 4 Add Data ドロップダウン メニューから User Name を選択します。

ステップ 5 Add Data ボタンをクリックします。

ステップ 6 Commit Charges ボタンをクリックします。

ステップ 7 メインの Shared Events リストのページが再び表示されます（図 7-6）。Data カラムに [User_Name] が      
リスト表示されていることを確認します。

図 7-6 ユーザ名が変更された Shared Events
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ステップ 8 ページ（図 7-6）の右側にある New Entry... link をクリックし、属性を追加します。

図 7-7 Calling Station Id 属性の追加

ステップ 9 New Shared Events 属性フォーム（図 7-7）で、Send RADIUS Attributes ドロップダウン メニューか       
ら Calling_Station_Id を選択します。

ステップ 10 Change Attribute ボタンをクリックします。

ステップ 11 Add Data ドロップダウン メニューから User IP を選択します。

ステップ 12 Add Data ボタンをクリックします。

ステップ 13 Commit Changes をクリックします。

（注） 第 8 章「RADIUS クライアントの設定」 での手順に従い、CAM を RADIUS クライアントとして追       
加します。
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8
RADIUS クライアントの設定

この章では、次の内容について説明します。

 • 概要（p.8-2）

 • RADIUS クライアントの追加（p.8-3）

 • RADIUS クライアントの編集（p.8-5）

 • RADIUS クライアントの削除（p.8-6）
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概要
Remote Authentication Dial In User Service（RADIUS）は、AAA（認証、認可、およびアカウント管     
理）プロトコルです。Cisco NAC ゲスト サーバは RADIUS プロトコルを使用して、Cisco Wireless      
LAN Controller などの RADIUS 対応のネットワーク エンフォースメント デバイスを介してログイ      
ンするゲストを認証し、監査します。

Cisco NAC アプライアンスは、第 7 章「Cisco NAC アプライアンスとの統合」 で説明されているよ       
うに、独自の API と特殊な方法を用いてアカウントの作成とユーザの認証を行います。しかし、  
RADIUS アカウンティングを使用してユーザのアクティビティを記録するため、RADIUS クライア  
ントとして設定する必要があります。

ゲストが Wireless LAN Controller などの RADIUS クライアントに対する認証を受ける場合、RADIUS      
クライアントは、RADIUS 認証を使用し、Cisco NAC ゲスト サーバにユーザ認証が有効かどうかを    
問い合わせます。ゲスト認証が有効な場合、Cisco NAC ゲスト サーバは、そのユーザが有効である   
ことを示すメッセージと、ユーザ セッションが期限切れになるまでの残りの時間を記したメッセー 
ジを返信します。ゲスト アカウント時間の期限が切れるとき、RADIUS クライアントは、セッショ  
ン タイムアウト属性に従ってゲストを削除する必要があります。

（注） Cisco Wireless LAN Controller は、AAA オーバーライドを可能にするように特別な設定を行う必要     
があります。これにより、Cisco NAC ゲスト サーバから返信されるセッション タイムアウト属性    
に従うことができます。

認証に加えて、RADIUS クライアント デバイスは、セッションの開始および終了時間、ユーザの IP  
アドレスなどの詳細を Cisco NAC ゲスト サーバにレポートします。この情報は、RADIUS アカウン     
ティング プロトコルにより転送されます。

ヒント Cisco NAC ゲスト サーバと RADIUS クライアント間にファイアウォールがある場合、UDP ポート      
1812（RADIUS 認証）と UDP 1813（RADIUS アカウンティング）からのトラフィックが通過でき    
るように設定する必要があります。

（注） Cisco NAC ゲスト サーバの RADIUS コンポーネントに変更を加えるたびに、RADIUS サービスを      
再起動して変更をアクティブにする必要があります。
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RADIUS クライアントの追加

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > Radius Clients を選択します。

図 8-1 Radius Clients

ステップ 2 Radius Clients ページ（図 8-1）で、Add Radius ボタンをクリックし、RADIUS クライアントを追加     
します。

図 8-2 Add Radius Client

ステップ 3 Add Radius Client ページ（図 8-2）で、Name に RADIUS クライアントを説明する名前を入力します。

ステップ 4 IP Address に、RADIUS クライアントの IP アドレスを入力します。これは、RADIUS 要求が発生す      
る IP アドレスと一致している必要があります。

ステップ 5 Secret に、RADIUS クライアントの共有秘密を入力します。これは、RADIUS クライアントの設定   
で指定された共有秘密と一致している必要があります。
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ステップ 6 Confirm Secret フィールドに共有秘密を再入力します。

ステップ 7 Description に、クライアントおよびほかの必要な情報の説明を入力します。

ステップ 8 Add Radius Client ボタンをクリックします。

ステップ 9 管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > Radius Clients（図 8-1）を選択します。

ステップ 10 Restart ボタンをクリックして RADIUS サービスを再起動し、変更を有効にします。
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RADIUS クライアントの編集

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > Radius Clients を選択します。

図 8-3 Radius Clients のリスト

ステップ 2 Radius Clients ページ（図 8-3）で、リストから RADIUS クライアントを選択し、Edit Radius ボタン      
をクリックします。

図 8-4 Edit Radius Client

ステップ 3 Edit Radius Client ページ（図 8-4）で、RADIUS クライアントの IP アドレスを編集します。

ステップ 4 Secret および Confirm Secret フィールドで、クライアントと Cisco NAC ゲスト サーバ間で使用され        
ている共有秘密を編集します。

ステップ 5 Description に、必要な変更を加えます。
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ステップ 6 Save Settings をクリックします。

ステップ 7 管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > Radius Clients（図 8-1）を選択します。

ステップ 8 Restart ボタンをクリックして RADIUS サービスを再起動し、変更を有効にします。

RADIUS クライアントの削除

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > Radius Clients を選択します。

図 8-5 Radius Clients のリスト

ステップ 2 Radius Clients ページ（図 8-5）で、リストから RADIUS クライアントを選択します。

ステップ 3 Delete Radius ボタンをクリックし、行った処理を確認します。

ステップ 4 管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > Radius Clients（図 8-1）を選択します。

ステップ 5 Restart ボタンをクリックして RADIUS サービスを再起動し、変更を有効にします。

（注） RADIUS コンポーネントに変更を加えるたびに、RADIUS サービスを再起動して変更をアクティブ  
にする必要があります。
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9
ゲスト アカウントの通知

ゲスト アカウントが作成されると、アカウントの詳細をスポンサーからゲストに渡す必要がありま 
す。Cisco NAC ゲスト サーバは、以下の方法でこの処理を行います。

 • 詳細をゲストに画面から手動で読み出す。

 • 詳細を紙に印刷する。

 • 詳細を電子メールで送信する。

 • 詳細を SMS テキスト メッセージとして送信する。

スポンサーは、いつでもゲスト アカウント詳細を読み出して印刷し、ゲストに通知することができ 
ます。

電子メールおよび SMS テキスト メッセージを利用する場合は電子メール サーバを設定する必要が    
ありますが、ポリシーに基づいた設定が可能です。

（注） 電子メールおよび SMS ゲスト アカウントの通知ポリシーは、グローバルに設定し、個々のスポン   
サー権限に対してユーザ グループ単位でイネーブルにする必要があります。

この章では、次の内容について説明します。

 • 電子メール通知の設定（p.9-2）

 • SMS 通知の設定（p.9-3）
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電子メール通知の設定
次の手順では、Cisco NAC ゲスト サーバが電子メールでゲスト アカウント詳細を正しく発信する    
ために、電子メールを設定する方法を説明します。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > Email Settings を選択します。

図 9-1 Email Settings

ステップ 2 Email Settings ページ（図 9-1）の Enable Email オプションで Yes をクリックし、Cisco NAC ゲスト         
サーバで電子メール機能をグローバルでイネーブルにします。

ステップ 3 SMTP Server に、電子メールの送信先となる SMTP サーバのアウトバウンドの IP アドレスを入力し      
ます。ローカル ホストを入力した場合、またはこのフィールドをブランクにした場合には、Cisco 
NAC ゲスト サーバは、電子メールをゲストの SMTP サーバに直接送信します。

ステップ 4 Sent From Email Address フィールドに、ゲスト通知の電子メールの送信元電子メール アドレスを入     
力します（例：host@company.com）。

ステップ 5 Save Settings ボタンをクリックします。

ステップ 6 Restart ボタンをクリックします。電子メールの設定を変更したあと、Restart ボタンをクリックして  
メール送信サービスを再起動し、設定を有効にします。
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SMS 通知の設定
Short Message Service（SMS）は、Simple Mail Transport Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロト       
コル）発信をサポートする SMS ゲートウェイ サービスにより実行されます。SMS 経由でゲスト詳    
細を発信できるようにするには、内部 SMS ゲートウェイ サービスを利用するか、または外部サー   
ビスに登録する必要があります。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、Devices > SMS Settings を選択します。

図 9-2 SMS Settings

ステップ 2 SMS Settings ページ（図 9-2）の Enable SMS オプションを Yes に変更し、Cisco NAC ゲスト サーバ          
で SMS をグローバルでイネーブルにします。

ステップ 3 SMS では、SMTP サーバが SMS ゲートウェイに電子メールを発信する必要があります。Email    
Settings のリンクをクリックし、「電子メール通知の設定」（p.9-2） の説明に従って SMTP サーバを    
設定します。

ステップ 4 Sent From フィールドに、電子メールを SMS ゲートウェイに送信するための送信元電子メール アド     
レスを入力します。

ステップ 5 Save Settings をクリックします。

（注） SMS プロバイダーへのルーティング方法によっては、ユーザ インターフェイス テンプレートの   
SMS の部分をカスタマイズし、ご使用の SMS ゲートウェイの正しいフォーマットにゲストの携帯   
電話番号を含める必要があります。詳細については、「SMS テンプレートの編集」（p.10-8）を参照 
してください。
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10
アプリケーションのカスタマイズ

この章では、次の内容について説明します。

 • ユーザ インターフェイス テンプレート（p.10-2）

 • ユーザ インターフェイス テンプレートの追加（p.10-3）

 • ユーザ インターフェイス テンプレートの編集（p.10-4）

 • テンプレートの削除（p.10-10）

 • インターフェイス マッピングの設定（p.10-10）



第 10章      アプリケーションのカスタマイズ      
ユーザ インターフェイス テンプレート

10-2
Cisco NAC ゲスト サーバ インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-14644-01-J

ユーザ インターフェイス テンプレート
Cisco NAC ゲスト サーバでは、ユーザ インターフェイス テンプレートを使用することにより、ス     
ポンサー ユーザ インターフェイス テキストおよびゲスト通知テキストをカスタマイズできます。   
これにより、スポンサー インターフェイスのラベルを変更したり、ゲスト ユーザにさまざまな指  
示を提供したり、翻訳されたテンプレートを作成して、他言語によるスポンサー インターフェイス 
とゲスト指示を提供することができます。

Cisco NAC ゲスト サーバでは、そのまま使用できるデフォルトのテンプレート（英語）を提供して   
います。スポンサーおよびゲストに応じてデフォルトのプレゼンテーションを変更したい場合、ゲ

スト サーバに 1 つ以上のテンプレートを個別に追加保存し、必要に応じて修正できます。

ユーザ インターフェイス テンプレートが設定されると、ゲスト サーバが正しいテンプレートを使   
用して起動できるように、テンプレート マッピングを設定する必要があります。

インターフェイスを他の言語用にカスタマイズする場合、その言語の新しいテンプレートを作成

し、翻訳されたテキストですべてのページを編集します。テンプレートの修正後、User Interface >  
Mapping でこのテンプレートをマッピングすると、Cisco NAC ゲスト サーバは、翻訳されたイン    
ターフェイスをスポンサーとゲストに提供できます。

（注） リリース 1.0.0 では、スポンサーおよびゲスト向けのユーザ インターフェイス テンプレートがゲス    
ト サーバ全体に設定されます。

一般的に、Acceptable Use Policy（AUP; アクセプタブル ユース ポリシー）など、ゲストに提供され     
るアカウント詳細および指示を修正する必要がある場合に、カスタマイズされたテンプレートを作

成します。Cisco NAC ゲスト サーバにより、ゲスト向けに印刷、電子メール送信、またはテキスト   
メッセージ送信する情報をカスタマイズして印刷、電子メール、および SMS のテンプレートを提  
供することができます。

（注） カスタマイズの際に、試しに別のブラウザでスポンサー インターフェイスを開いてみてください。 
これにより、設定タブが実際のスポンサー インターフェイスのページにマッピングされている様 
子を見ることができます。URL に [/admin] を付けずにゲスト サーバ IP アドレスを入力することに      
より、スポンサー インターフェイスを起動できます（例：http://<guest_server_ip_address> または  
https://<guest_server_ip_address>）。
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ユーザ インターフェイス テンプレートの追加
新しいテンプレートを追加すると、テンプレートは自動的にデフォルトのテンプレートになり、編

集が容易になります。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、User Interface > Templates を選択します。

図 10-1 User Interface Templates

ステップ 2 User Interface Templates ページ（図 10-1）で、Add Template ボタンをクリックします。

図 10-2 Add Template ページ

ステップ 3 Add New Template ページ（図 10-2）で、テンプレートの名前を入力します。のちに Current Templates     
のリスト（図 10-1）からテンプレートを特定できるような説明的な名前にします。

ステップ 4 Add Template ボタンをクリックします。

新しいテンプレートの Edit User Interface Template ページが、すべての詳細事項がデフォルトのテン     
プレートからコピーされた状態で表示されます。わずかな変更を加えるだけでよい場合、すべての

エントリを再入力する必要はありません。

ステップ 5 「ユーザ インターフェイス テンプレートの編集」（p.10-4） で説明されているように、これらの設定   
を必要に応じて修正します。
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ユーザ インターフェイス テンプレートの編集

ヒント カスタマイズの際に、試しに別のブラウザでスポンサー インターフェイスを開いてみてください。 
これにより、設定タブが実際のスポンサー インターフェイス ページにマッピングされている様子  
を見ることができます。URL に [/admin] を付けずにゲスト サーバ IP アドレスを入力することによ      
り、スポンサー インターフェイスを起動できます（例：http://<guest_server_ip_address> または  
https://<guest_server_ip_address>）。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、User Interface > Templates を選択します。

図 10-3 User Interface Templates

ステップ 2 Current Templates のリスト（図 10-3）から、編集したいテンプレートを選択します。

ステップ 3 Edit Template ボタンをクリックします。テンプレートの Edit User Interface ページが表示されます      
（図 10-4）。
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図 10-4 テンプレートの編集

ステップ 4 ページの上部にあるタブをクリックし、編集したいスポンサー ページを選択します。

ステップ 5 フィールドを変更し、Save Template ボタンをクリックします。編集の例は、次のセクションで説明  
しています。

 • 印刷テンプレートの編集（p.10-6）

 • 電子メール テンプレートの編集（p.10-7）

 • SMS テンプレートの編集（p.10-8）
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印刷テンプレートの編集

Print Template ページには、スポンサーがアカウント作成後にゲスト用に印刷するためにブラウザ内  
で起動するゲスト アカウント詳細が含まれています。このページは HTML で設定されており、完   
全にカスタマイズできます。

ヒント スポンサー インターフェイスで Reporting > Active Accounts に移動し、ゲスト アカウント エントリ        
の隣の Print ボタンをクリックすると、印刷テンプレートが出力されます。

ステップ 1 User Interface > Templates の順番に進み、Edit Template ボタンをクリックして Current Templates リ         
ストの編集したいテンプレートを選択します。

ステップ 2 Edit User Interface ページで、ページの上部にある Print Template タブをクリックし、Print Template       
設定ページ（図 10-5）を起動します。

図 10-5 Print Template ページ

ステップ 3 Page Title で、ページ タイトルを必要に応じて変更します（デフォルトは [Guest User Details]）。

ステップ 4 Page Body テキスト フィールドで、Web ページのデフォルトの HTML コードを編集します。Page      
Body には、HTML ページの BODY タグ間にあるすべての HTML が含まれています。これらのタグ      
の外側にある HTML は、すべてアプリケーションで使用されます。

ステップ 5 HTML コードでは、次の変数を使用して、ゲスト アカウントの詳細設定を変更できます。

 • %USERNAME% = ゲスト用に作成されたユーザ名

 • %PASSWORD% = ゲスト用に作成されたパスワード

 • %STARTTIME% = ゲスト アカウントが有効になる時間

 • %ENDTIME% = ゲスト アカウントが失効する時間

 • %FIRSTNAME% = ゲストのファースト ネーム

 • %LASTNAME% = ゲストの姓
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ステップ 6 Save Template ボタンをクリックし、変更を保存します。

電子メール テンプレートの編集
Email Template ページには、スポンサーがアカウント作成後にゲストに電子メールで送信するゲス  
ト アカウント詳細が含まれています。このページは HTML で設定されており、完全にカスタマイ   
ズできます。

ヒント スポンサー インターフェイスで Reporting > Active Accounts に移動し、ゲスト アカウント エントリ        
の隣の Email ボタンをクリックすると、電子メール テンプレートが起動し、ゲストに電子メールが   
送信されます。

ステップ 1 User Interface > Templates の順番に進み、Edit Template ボタンをクリックして Current Templates リ         
ストの編集したいテンプレートを選択します。

ステップ 2 Edit User Interface ページで、ページの上部にある Email Template タブをクリックし、Email Template       
設定ページ（図 10-6）を起動します。

図 10-6 Email Template ページ

ステップ 3 Page Title で、ページ タイトルを必要に応じて変更します（デフォルトは [Guest User Account 
Details]）。

ステップ 4 Email Subject を必要に応じて変更します。

ステップ 5 Email Body テキスト フィールドで、ゲスト ページに送信するデフォルトの電子メール テキストを     
編集します。
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ステップ 6 Email Body では、次の変数を使用して、ゲスト アカウントの詳細設定を変更できます。

 • %USERNAME% = ゲスト用に作成されたユーザ名

 • %PASSWORD% = ゲスト用に作成されたパスワード

 • %STARTTIME% = ゲスト アカウントが有効になる時間

 • %ENDTIME% = ゲスト アカウントが失効する時間

 • %FIRSTNAME% = ゲストのファースト ネーム

 • %LASTNAME% = ゲストの姓

ステップ 7 Save Template ボタンをクリックし、変更を保存します。

SMS テンプレートの編集
SMS Template ページには、スポンサーがアカウント作成後にゲストにテキスト メッセージで送信   
するゲスト アカウント詳細が含まれています。テキスト メッセージの内容は、完全にカスタマイ  
ズできます。

ヒント スポンサー インターフェイスで Reporting > Active Accounts に移動し、ゲスト アカウント エントリ        
の隣の SMS ボタンをクリックすると、SMS テンプレートが起動し、ゲストにテキスト メッセージ    
が送信されます。

ステップ 1 User Interface > Templates の順番に進み、Edit Template ボタンをクリックして Current Templates リ         
ストの編集したいテンプレートを選択します。

ステップ 2 Edit User Interface ページで、ページの上部にある SMS Template タブをクリックし、SMS Template       
設定ページ（図 10-7）を起動します。

図 10-7 SMS Template ページ
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ステップ 3 SMS Subject を必要に応じて変更します。

ステップ 4 SMS Destination を、使用する SMS ゲートウェイの電子メール アドレスに変更します。

テキスト メッセージをゲストの携帯電話番号に送信するには、変数 %MOBILENUMBER% を使用   
します。%MOBILENUMBER% 変数は、携帯電話番号（スポンサーが入力したゲストの国番号を含 
む）に置き換えられます。たとえば、選択した国番号が UK（+44）で、ゲストの電話番号が 055  
555-5555 の場合、%MOBILENUMBER% は 44555555555 になります。

（注） 先頭のプラス記号（+）は挿入されず、先頭の 0、スペース、およびハイフン（-）は電話番 
号から削除されます。[+] を挿入する必要がある場合、+%MOBILENUMBER% を入力しま  
す。

ステップ 5 SMS Body には、ゲストに送信する SMS テキストが含まれています。SMS Body では、次の変数を      
使用して、ゲスト アカウントの詳細設定を変更できます。

 • %USERNAME% = ゲスト用に作成されたユーザ名

 • %PASSWORD% = ゲスト用に作成されたパスワード

 • %STARTTIME% = ゲスト アカウントが有効になる時間

 • %ENDTIME% = ゲスト アカウントが失効する時間

 • %FIRSTNAME% = ゲストのファースト ネーム

 • %LASTNAME% = ゲストの姓

 • %MOBILENUMBER% = ゲストの携帯電話番号

ステップ 6 Save Template ボタンをクリックし、変更を保存します。
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テンプレートの削除

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、User Interface > Templates を選択します。

ステップ 2 Current Templates のリストから削除したいテンプレートを選択し、Delete Template ボタンをクリッ    
クします。

ステップ 3 テンプレートの削除を確認します。

インターフェイス マッピングの設定
テンプレートが作成されたら、テンプレートをアクティブにする必要があります。これは Cisco NAC  
ゲスト サーバ全体に及ぶ操作です。

ステップ 1 管理インターフェイスの左側のメニューから、User Interface > Mapping を選択します。

図 10-8 User Interface Mapping

ステップ 2 ドロップダウン リストからテンプレートを選択します。これがスポンサーおよびゲスト ユーザ イ   
ンターフェイスで使用するテンプレートになります。

ステップ 3 Set Template ボタンをクリックします。
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11
ロギングおよびトラブルシューティン
グ

この章では、次の内容について説明します。

 • システム ロギング（p.11-1）

 • ログ ファイル（p.11-2）

システム ロギング
Cisco NAC ゲスト サーバ内のすべての処理は、データベースにロギングされます。これにより、ア   
プリケーションの正常な操作プロセスの一部として発生したすべての処理を見ることができます。

管理インターフェイスからシステム ログにアクセスするには、左側のメニューから Server > System    
Log を選択します（図 11-1）。

図 11-1 System Log



第 11章      ロギングおよびトラブルシューティング      
ログ ファイル

11-2
Cisco NAC ゲスト サーバ インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-14644-01-J

ログ ファイル
システムは、アプリケーションの機能に応じて、情報を以下の別々のログ ファイルに記録します。

 • 電子メール ロギング（p.11-2）

 • RADIUS ロギング（p.11-2）

 • RADIUS ロギング（p.11-2）

 • Web サーバ ロギング（p.11-3）

電子メール ロギング
電子メールは、ゲスト サーバの sendmail daemon により処理されます。トラブルシューティングを    
行うには、コマンドラインでアプライアンスにアクセスし、該当するファイルを表示する必要があ

ります。

ステップ 1 キーボードとモニタ、シリアル コンソール、または SSH を使用してアプライアンス コンソールに    
接続します。

ステップ 2 root ユーザとして認証します。

ステップ 3 /var/log/maillog の maillog ファイルを表示します。cat、less、nano などの Linux コマンドライン ツー       
ルを使用して、このファイルを表示できます。

（注） アプライアンス以外でログ ファイルを表示するために、SCP クライアントを使用してファイルを  
コピーすることができます。

RADIUS ロギング
RADIUS は、ゲスト サーバの radiusd daemon により処理されます。トラブルシューティングを行う     
には、コマンドラインでアプライアンスにアクセスし、該当するファイルを表示する必要がありま

す。

ステップ 1 キーボードとモニタ、シリアル コンソール、または SSH を使用してアプライアンス コンソールに    
接続します。

ステップ 2 root ユーザとして認証します。

ステップ 3 /var/log/radius/radius.log のログ ファイルを表示します。cat、less、vi、nano などの Linux コマンドラ     
イン ツールを使用して、このファイルを表示できます。

（注） アプライアンス以外でファイルを表示するために、SCP クライアントを使用してファイルをダウン 
ロードすることができます。
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CAM アップデート ロギング
Cisco NAC アプライアンス Clean Access Manager（CAM）のアカウントは、Cisco NAC ゲスト サー        
バで毎分実行されるプロセスにより作成されます。トラブルシューティングを行うには、コマンド

ラインのゲスト サーバにアクセスし、該当するファイルを表示する必要があります。

ステップ 1 キーボードとモニタ、シリアル コンソール、または SSH を使用してアプライアンス コンソールに    
接続します。

ステップ 2 root ユーザとして認証します。

ステップ 3 /guest/logs/camlog のログ ファイルを表示します。cat、less、vi、nano などの Linux コマンドライン     
ツールを使用して、このファイルを表示できます。

（注） アプライアンス以外でファイルを表示するために、SCP クライアントを使用してファイルをダウン 
ロードすることができます。

Web サーバ ロギング
アプライアンス上の httpd daemon によりアプリケーション Web サーバが実行されます。トラブル     
シューティングを行うには、コマンドラインでゲスト サーバにアクセスし、該当するファイルを表 
示する必要があります。

ステップ 1 キーボードとモニタ、シリアル コンソール、または SSH を使用してアプライアンス コンソールに    
接続します。

ステップ 2 root ユーザとして認証します。

ステップ 3 /var/log/http/error_log のログ ファイルを表示します。cat、less、nano などの Linux コマンドライン     
ツールを使用して、このファイルを表示できます。

（注） アプライアンス以外でログ ファイルを表示するために、SCP クライアントを使用してファイルを  
コピーすることができます。
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12
スポンサーのマニュアル

この章では、ゲスト アカウントを作成するスポンサー ユーザのユーザ マニュアルの例を説明しま   
す。この章の内容は、次のとおりです。

 • Cisco NAC ゲスト サーバについて（p.12-1）

 • ゲスト サーバへの接続（p.12-2）

 • ゲスト ユーザ アカウントの作成（p.12-4）

 • ゲスト アカウントの編集（p.12-7）

 • ゲスト アカウントの一時停止（p.12-8）

 • アクティブ アカウントの表示と詳細の再送信（p.12-8）

 • ゲスト ユーザに関するレポート（p.12-9）

Cisco NAC ゲスト サーバについて
Cisco NAC ゲスト サーバでは、一時的なネットワーク アクセスを必要とするゲスト、訪問者、契    
約者などのために、一時ネットワーク アクセス アカウントを作成できます。Cisco ゲスト サーバ    
Web インターフェイスにアクセスし、企業クレデンシャルによりログインし、ゲストの詳細を入力 
することにより、簡単にゲスト アカウントを作成できます。Cisco NAC ゲスト サーバでは、仮ア    
カウントを作成し、印刷物、電子メール、または SMS テキスト メッセージによりゲストにアカウ   
ントの詳細を通知できます。

ゲスト アカウントを作成できるだけでなく、アクセス権をもつアカウントを表示して変更したり、 
監査目的でアカウントのレポートを出力することもできます。
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ゲスト サーバへの接続
Cisco NAC ゲスト サーバへの接続は、すべて Web インターフェイスを通して行われます。Cisco     
NAC ゲスト サーバに接続するには、ウェブ ブラウザを開き、URL またはネットワーク管理者によ    
り提供されたアドレス フィールドにアドレスを入力します。

ステップ 1 ブラウザの URL フィールドに Cisco NAC ゲスト サーバのアドレスを入力します 
（例：http://nac-guest-server［図 12-1］）。

図 12-1 認証画面

ステップ 2 Cisco ゲスト サーバのログイン ページで、Username にユーザ名、Password にパスワードを入力し、     
Login ボタンをクリックします（図 12-1）。ネットワーク管理者により指定されたログイン クレデ  
ンシャルを使用します。

ステップ 3 ログインが成功すると、[Welcome to the Cisco Guest Server] ページが表示されます（図 12-2）。
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図 12-2 Main 画面
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ゲスト ユーザ アカウントの作成
該当する権限が割り当てられている場合、一時ゲスト ユーザ アカウントを作成できます。

ステップ 1 Main ページで、[Create a Guest User Account] のリンクをクリックするか、左側のメニューから User       
Accounts > Create を選択します。

ステップ 2 [Create a Guest User Account] ページが表示されます（図 12-3）。

図 12-3 Create a Guest User Account

ステップ 3 First Name に、ゲストのファースト ネームを入力します。

ステップ 4 Last Name に、ゲストの姓を入力します。

ステップ 5 Company に、ゲストの会社名または組織名を入力します。

ステップ 6 Email Address に、ゲストの電子メール アドレスを入力します。

ステップ 7 Mobile Phone Number に、ゲストの携帯電話番号を入力します。番号のみの入力を推奨します。

ステップ 8 Account Start Time および Account Start Date のドロップダウン リストから、アカウントを有効にす        
る時間と日付を選択します。

ステップ 9 Account End Time および Account End Date のドロップダウン リストから、アカウントを終了する時        
間と日付を選択します。

ステップ 10 Timezone で、時間と日付に該当する時間帯を選択します。

ステップ 11 Add User ボタンをクリックします。アカウントが作成され、ページの上部に詳細が表示されます
（図 12-4）。
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図 12-4 作成されたゲスト ユーザ

ステップ 12 もっている権限に応じて、新しいアカウント詳細が表示されているページで、次の処理のいずれか
またはすべてを行うことができます。

 • アカウント詳細の印刷 ― Print ボタンをクリックすると、ゲストに渡すアカウント詳細をプリ   
ンタに出力できます。これらの詳細には、一般的にゲスト アクセスに関する指示と使用ポリ 
シーが含まれています。

 • アカウント詳細の電子メール送信 ― Email ボタンをクリックすると、アカウント詳細が、入力   
したゲストの電子メール アドレスに送信されます。

 • アカウント詳細のテキスト メッセージ送信（SMS） ― SMS ボタンをクリックすると、アカウ    
ント詳細が SMS テキスト メッセージによりゲストの携帯電話に送信されます。

ステップ 13 ページ下部にある Add User ボタンをクリックすることにより、新規アカウントを続けて作成できま   
す。
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アカウント詳細の印刷

ステップ 1 Print ボタンをクリックします。

図 12-5 アカウント詳細の印刷

ステップ 2 新しいプリンタ ウィンドウが開き、ゲスト ユーザの詳細を印刷できます。

アカウント詳細の電子メール送信

ステップ 1 Email ボタンをクリックします。

ステップ 2 Cisco NAC ゲスト サーバにより、アカウント作成時に指定した電子メール アドレスに電子メール    
が送信されます。

アカウント詳細のテキスト メッセージ送信（SMS）

ステップ 1 SMS ボタンをクリックします。

ステップ 2 Cisco NAC ゲスト サーバにより、アカウント作成画面で指定した電話番号にテキスト メッセージ    
が送信されます。
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ゲスト アカウントの編集
ゲスト用アカウントを作成し、アカウント アクセスの期限を延長する必要がある場合、アカウント 
の終了日と終了時間を変更できます。

ステップ 1 Main ページで、[Edit Guest User Account end time] のリンクをクリックするか、左側のメニューから 
User Accounts > Edit を選択します。

ステップ 2 Edit User Accounts ページ（図 12-6）で、編集可能なアカウントのリストを表示できます。

図 12-6 Edit Guest User Accounts のリスト

ステップ 3 変更するアカウントの右側にある Edit ボタンをクリックします。

図 12-7 ゲスト アカウントの編集

ステップ 4 Account Expires Time および Date を必要に応じて変更します。

ステップ 5 Submit ボタンをクリックし、アカウントを新しい終了時間に更新します。
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ゲスト アカウントの一時停止
ゲストがログインできないように、アカウントを終了することができます。この処理を行うには、

ネットワーク管理者に連絡し、ユーザがネットワークから削除されていることを確認する必要があ

ります。アクセスの方法によっては、これは自動的に行われる場合があります。

ステップ 1 Main ページで、[Suspend Guest User Accounts] のリンクをクリックするか、左側のメニューから User      
Accounts > Suspend を選択します。

図 12-8 アカウントの一時停止

ステップ 2 Suspend User Accounts ページ（図 12-8）で、一時停止可能なアカウントのリストを表示できます。

ステップ 3 終了するアカウントで、Suspend ボタンをクリックします。アカウントがリストから削除されます。

アクティブ アカウントの表示と詳細の再送信
Cisco NAC ゲスト サーバには、作成したアクティブ アカウントまたは閲覧権限をもつアクティブ    
アカウントを表示できる Active Accounts ページがあります。このページは、ゲストがアカウント ア    
クセスの詳細を紛失したり忘れたりした場合に、詳細を表示、印刷、電子メール送信、またはテキ

スト メッセージ送信（SMS）するためのものです。

ステップ 1 Main ページで、[Report on Guest User Accounts] のリンクをクリックするか、左側のメニューから 
Reporting > Active Accounts を選択します。

図 12-9 アクティブ アカウント

ステップ 2 Cisco NAC Guest Server Reporting ページ（図 12-9）で、アカウントの右側にある Print、Email、また      
は SMS ボタンをクリックします。Email ボタンをクリックすると、アカウント詳細がゲストに電子   
メールで送信されます。SMS をクリックすると、アカウント詳細を含むテキスト メッセージがゲ  
ストに送信されます。
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ゲスト ユーザに関するレポート
該当する権限をもっている場合、ゲスト ユーザ アカウントに関するフル レポートを生成できます。   
レポートを実行し、ゲスト アカウントの作成者、作成日時、およびゲストのアクセス記録（ログイ 
ン時間、ログアウト時間、使用した IP アドレスなど）を表示できます。

ステップ 1 Main ページの左側のメニューから、Reporting > Full Reporting を選択します。

図 12-10 Full Reporting

ステップ 2 Cisco NAC Guest Server Reporting ページ（図 12-10）では、最初にユーザ権限に関する完全なレポー     
トを最初に表示します。レポートを縮小するかフィルタにかけるには、画面の上部にあるドロップ

ダウン メニューを変更し、Submit ボタンをクリックします。特定のファースト ネーム、姓、会社、   
または電子メール アドレスを検索する場合、該当するテキスト フィールドにテキストの全部また  
は一部を入力し、Submit ボタンをクリックします。

ステップ 3 Submit ボタンをクリックします。レポートが画面の下部に表示されます（図 12-11）。

図 12-11 ゲスト アカウント詳細の例
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ステップ 4 特定のアカウントの使用状況詳細を確認するには、そのアカウントの隣にある Details ボタンをク  
リックします。同じ画面に次の詳細ログイン レポートのリストが表示されます。

 • ゲストのユーザ IP アドレス

 • ログインした時間（日付、時間、および時間帯）

 • ログアウトした時間（日付、時間、および時間帯）

 • セッションの継続時間（hh:mm:ss 形式）

この情報は監査目的にも利用されます。
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