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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/
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