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このマニュアルについて
ここで説明する内容は次のとおりです。

• 対象読者
• 目的
• このリリースの新機能
• 関連資料
• ドキュメンテーションの更新
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
• 表記法

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、Cisco Unified Wireless Network、およびその他の Cisco Network Enforcement デバイス
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。

このリリースの新機能
このリリースで利用可能となった新機能および機能拡張についての概要は、『Release Notes for Cisco
NAC Guest Server, Release 2.0』の「New and Changed Information 」を参照してください。
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このマニュアルについて

関連資料
表 1 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

このマニュアル内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。
表 1

Cisco NAC アプライアンスに関する関連資料

参照先

参照内容

『Release Notes for Cisco NAC Guest Server,
Release 2.0』

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

『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

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

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

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

Clean Access Manager と Clean Access Server の設
定ガイド

『Cisco NAC Appliance - Clean Access Server
Installation and Configuration Guide』
『Cisco Wireless LAN Controller Configuration
Guide, Release』

Cisco Wireless LAN Controller（バージョン
4.0.219 以降）の設定情報

ドキュメンテーションの更新
表 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 リリース 2.0』
の更新

日付

説明

2009/2/10

• 新しい項「NAC-3310 ベースのアプライアンスでのブート設定」（P.2-11）を追加
• 「複数のランダム アカウントの作成」（P.17-10）にスクリーンショットを追加

2009/2/9

Cisco NAC ゲスト サーバ Release 2.0
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このマニュアルについて

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
Really Simple Syndication（RSS）として、『What's New in Cisco Product Documentation 』に送信し、
リーダー アプリケーションを使用して、コンテンツがデスクトップに直接配信されるようにします。

RSS は無料サービスであり、シスコでは現在 RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

表記法
項目

表記法

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

ユーザが値を指定する変数

イタリック体

Web 管理コンソールのモジュール、メニュー、タブ、リンク、サ

太字

ブメニュー リンク
選択する必要のあるメニュー項目

[Administration] > [User Pages]
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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、管理およびレポート システムです。Cisco
NAC ゲスト サーバは、Cisco NAC アプライアンス、Cisco Wireless LAN Controller、およびその他の
Cisco ネットワーク エンフォースメント デバイスとともに機能し、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。

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、Remote Authentication Dial In User Service（RADIUS）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。

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ゲスト ユーザ アカウントを必要とするユーザで
す。
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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持つ個人、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。
管理者
管理者は、Cisco NAC ゲスト サーバ アプライアンスの設定と保守を行うユーザです。

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。

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
• ラックマウント
• Cisco NAC ゲスト サーバのライセンス
• ファームウェアのアップグレード
• 追加情報

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。

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

1-2

OL-18371-01-J

第1章

Cisco NAC ゲスト サーバについて
ご使用になる前に

図 1-1

梱包箱の内容
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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。

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、「製品ライセンスのインストールと管理インターフェイスへのアクセス」
（P.3-1）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。NAC-3310 は HP ProLiant DL140 G3 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。

（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。
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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 2.0』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.ht
ml
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」を参照してください。
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Cisco NAC ゲスト サーバのインストール
この章の構成は、次のとおりです。

• Cisco NAC ゲスト サーバの接続
• コマンドラインの設定
• アプライアンスの再イメージング

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
ムで実行され、ゲスト サーバのシステム 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、「コマンドラインの設定」（P.2-3）で説明されている初期設定を実行します。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は、「アプライアンスの再イメージング」
（P.2-8）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、次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。

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 またはラップトップ）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 や
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
ステップ 3
ステップ 4

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。

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）。
「コマンドラインの設定」（P.2-3）の手順に進みます。
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図 2-1

Cisco NAC ゲスト サーバの前面パネル
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図 2-2
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（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。

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）
• 「ルート パスワードの変更」（P.2-7）

初期ログイン
初期インストール後に初めてログインするとき、またはアプライアンスを再イメージングしたあとに、
Cisco NAC ゲスト サーバによってルート ユーザ用パスワードを設定するように要求されます。
ステップ 1

アプライアンスへのキーボードとモニタによる接続、またはシリアル コンソール接続を使用して、コ
マンドライン インターフェイスに接続します。

ステップ 2

root ユーザとしてログインします。コンソール用のログイン ユーザ名は root（図 2-3）です。
図 2-3

ステップ 3

Root としてログイン

root プロンプトでパスワードを変更します。パスワードを入力してから、図 2-4 に示すように、プロン
プトでそのパスワードを再入力して確認します。

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-18371-01-J

2-3

第2章

Cisco NAC ゲスト サーバのインストール

コマンドラインの設定

（注）

図 2-4

強力なパスワードを使用することを推奨します。それには、辞書にあるような単語は使わず、
6 文字以上とし、5 種類以上の文字を含めるようにします。
root パスワードの変更

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。これらの詳
細を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

キーボードとモニタによるアプライアンスへの接続、またはシリアル コンソール接続を使用して、
図 2-5 に示すように、コマンドライン インターフェイスに対して認証します。コンソールのユーザ名
は root であり、パスワードは「初期ログイン」（P.2-3）での説明に従って設定したものです。
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図 2-5

ステップ 2

コンソールに対する認証

ネットワーク設定を行うには、system-config-network コマンドを入力し、Enter キーを押します。
[Select A Device] メニューが表示されます（図 2-6）。
図 2-6

eth0 インターフェイスの選択

ステップ 3

↑キーおよび↓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 キーを押します。

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 2-7）。
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図 2-7

ネットワーク設定の詳細の変更

次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 キー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] フィールドに移動し、Enter キーを押します。
ステップ 5

[Select A Device] から [Quit] を選択し、system-config-network を終了します（図 2-8）。
図 2-8

ステップ 6

ユーティリティの終了

コマンドラインで、reboot と入力し、Enter キーを押してアプライアンスをリブートするか、reboot
と入力する前に「ルート パスワードの変更」（P.2-7）の手順に従います。
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ルート パスワードの変更
（注）

強力なパスワードを使用することを推奨します。それには、辞書にあるような単語は使わず、6 文字以
上とし、5 種類以上の文字を含めるようにします。

ステップ 1

コマンドラインから passwd コマンドを入力し、Enter キーを押します。

ステップ 2

新しいパスワードを入力し、Enter キーを押します。

ステップ 3

パスワードを再入力し、Enter キーを押します。

次の手順
第 3 章「システムのセットアップ」に進み、管理コンソールへのアクセスおよび管理コンソールの設定
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。アプライアンスの再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 2.0』を参照してください。

注意

ステップ 1

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。

Cisco NAC ゲスト サーバのダウンロード ページ
（http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/nac-guest）から Cisco NAC ゲスト サーバ 2.0 ISO イン
ストール ファイル（cisco-nac-guest-server-2.0.0-K9.iso）をダウンロードします。このページにアク
セスするには、Cisco.com クレデンシャルを使用してログインする必要があります。

ステップ 2

この ISO ファイルを空の CD-ROM にコピーして、ブート可能なディスクを作成します。

ステップ 3

キーボードとモニタによる接続、またはシリアル コンソール接続のどちらを使用してインストールを
実行するかを決定します。

a. ユニットの背面にキーボートとモニタを接続するか、
b. 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 4

アプライアンスを接続したら、ブート可能な CD をアプライアンスの CD-ROM ドライブに挿入しま
す。

ステップ 5

アプライアンスの電源をオンにします。アプライアンスがすでに起動している場合は、オフにしてから
再びオンにします。

ステップ 6

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 2-9）。

注意

Cisco NAC ゲスト サーバが CD-ROM ドライブ上のソフトウェアを読み取らず、ハード ディスクか
らの起動を試みる場合は、次の手順に進む前に、「NAC-3310 ベースのアプライアンスでのブート
設定」（P.2-11）の説明に従って、CD-ROM から起動するようにアプライアンスの設定を変更する
必要があります。
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図 2-9

ステップ 7

初期インストール画面

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、install と入力し、Enter キーを押します。
• 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 installserial と入力し、Enter キー
を押します。
ステップ 8

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 2-10）。
図 2-10

ステップ 9

インストール イメージの転送

インストール イメージが正常に転送されると、システムは自動的に再起動します（図 2-11）。
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図 2-11

ステップ 10

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）

ステップ 11

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。

Cisco NAC ゲスト サーバ 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 2-12）。
図 2-12

ステップ 12

アプライアンスの再起動

イメージングの完了

引き続き「初期ログイン」（P.2-3）の指示に従ってインストールを完了します。
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NAC-3310 ベースのアプライアンスでのブート設定
アプライアンスが CD-ROM ドライブ上のソフトウェアを読み取らず、ハード ディスクからの起動を試
みる場合は、CD から Cisco NAC ゲスト サーバの再イメージングまたはアップグレードが試行される
前に、次の手順を使用して CD-ROM からアプライアンスが起動されるように設定します。
ステップ 1

システムが起動している間に F10 キーを押します。

ステップ 2

Boot メニューに移動します（図 2-13）。
図 2-13

ステップ 3

Boot メニュー

メニューから CD-ROM Drive を選択して CD-ROM から起動するように設定を変更し、プラス記号
（+）キーを押します（図 2-14）。
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図 2-14

ステップ 4

CD-ROM ドライブからの起動

F10 キーを押して、保存および終了を行います。
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システムのセットアップ
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。初期インストール後、時間や SSL 証明書の設定など、アプライアンスおよび他のシステム
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が利用でき
ます。
この章には、次の項があります。

• 製品ライセンスのインストールと管理インターフェイスへのアクセス
• ネットワーク設定
• 日付と時刻の設定
• SSL 証明書の設定
• 管理者認証の設定

製品ライセンスのインストールと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 PAK の指示に従
うか、https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet?FormId=146 で評価ライセ
ンスの登録を行うことで取得できます。

（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
• Cisco NAC ゲスト サーバ管理インターフェイスへのアクセス
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Cisco NAC ゲスト サーバ ライセンスの取得とインストール
次の手順を使用して、Cisco NAC ゲスト サーバの FlexLM 製品ライセンス ファイルを取得してインス
トールできます。
ステップ 1

警告

ステップ 2

FlexLM のライセンスにより、購入する各ゲスト サーバの Product Authorization Key（PAK; プロダク
ト認証キー）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。

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。
CCO の登録ユーザとしてログインし、PAK Cisco Technical Support 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。カスタマー登録時に
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。

（注）

わかりやすいように、Cisco NAC Guest Server License Form（図 3-1）の上部には、ゲスト サーバ ア
プライアンスの MAC アドレスが表示されます。

警告

カスタマー登録フォームに入力するゲスト サーバの eth0 の MAC アドレスは大文字でなけれ
。文字の間にコロン
ばなりません（たとえば、16 進数の文字は大文字にする必要があります）
（:）を入力しないでください。
ライセンス Web ページの指示に従って、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。

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（/admin を末尾に付加）として入力し、Cisco
NAC ゲスト サーバ管理インターフェイスへの Web 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

Cisco NAC ゲスト サーバ ライセンス フォーム（図 3-1）で、[Browse] ボタンをクリックし、ライセン
ス ファイルを見つけます。
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図 3-1

ステップ 7

Cisco NAC Guest Server License Form（例）

[Upload License] をクリックし、ライセンスをインストールします。

Cisco NAC ゲスト サーバ管理インターフェイスへのアクセス
ステップ 1

ライセンスをインストールすると、admin のログインが自動的に表示されます。表示されない場合は、
コマンドラインにより設定した IP アドレスを URL（/admin を末尾に付加）として入力することで、
Cisco NAC ゲスト サーバ管理インターフェイスへの Web 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 2

Cisco NAC ゲスト サーバ管理インターフェイス（図 3-2）が表示されます。これは、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 3

admin ユーザとしてログインします。管理コンソールのデフォルトのユーザ名 / パスワードは、
admin/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 証明書の設定」（P.3-9）および「既存の admin アカウントの
編集」（P.3-15）を参照してください。

（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。

ネットワーク設定
他の操作を実行する前に、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

管理インターフェイスにログインすると、ホームページには [Authentication] > [Sponsors] >
[Authentication Order] ページ（図 3-3）がデフォルトで表示されます。
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図 3-3

ステップ 2

管理ホームページ

管理ホームページの左側のメニューから [Server] >[Network Settings] を選択すると、[Network
Settings] ページが表示されます このページには、Cisco NAC ゲスト サーバ 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。

• Hostname：DNS で定義されたアプライアンスの名前を割り当てます（DNS サフィックスなし）。
• IP Address：アプライアンスの eth0 インターフェイスの IP アドレスを変更します。
• Subnet Mask ：対応するサブネット マスクを入力します。
• 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 ゲートウェイを変更しま
す。

• Domain：組織のドメイン名を入力します（cisco.com など）。
• Primary DNS：プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。
• Secondary DNS：セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。
ステップ 3

[Save Settings] ボタンをクリックして、行った変更を保存します。
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ステップ 4

（注）

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。[Reboot Server] 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。

[Server] の設定を変更する場合は再起動が必要です。一度に複数の [Server] の設定を変更および保存し
てから再起動することができますが、その変更を適用するには、[Reboot Server] をクリックする必要
があります。

日付と時刻の設定
Cisco NAC ゲスト サーバでは、正しい日付と時刻がきわめて重要です。ゲスト サーバは、アカウント
が有効な期間に基づいてゲスト ユーザを認証します。ゲスト アカウントが正しい時刻に作成、削除さ
れるためには、設定された時刻が正確である必要があります。可能であれば、Network Time Protocol
（NTP；ネットワーク タイム プロトコル）サーバを使用して、時刻と日付を同期することを推奨しま
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] > [Date/Time Settings] を選択すると、
[Date/Time Settings] ページ（図 3-5）が表示されます。
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 [System Date] と [System Time] 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 [System Timezone] を選択します。

ステップ 4

[Save Settings] ボタンをクリックして、システムのタイムゾーンを適用します。

（注）

システムのタイムゾーンを変更すると、サーバの日付と時刻が自動的に調整されます。
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ステップ 5

ネットワーク上に使用可能な 1 台、2 台または 3 台の NTP サーバがある場合は、[Use NTP to set
System Date & Time] チェックボックスをクリックします。

ステップ 6

表示されたフィールドに、使用可能な NTP サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 7

[Save Settings] ボタンをクリックして、変更内容を適用します。

（注）

NTP サーバを設定する場合、同期を行うために時間がかかることがあります。NTP サーバの設定を保
存する前に、NTP サーバに近い時刻を設定し、[Save Settings] ボタンをクリックして保存しておくと、
同期が高速になります。

ステップ 8

（注）

新しい設定が有効になるように、[Reboot Server] ボタンをクリックして、NTP プロセスを再起動しま
す。

[Server] の設定を変更する場合は再起動が必要です。一度に複数の [Server] の設定を変更および保存し
てから再起動することができますが、その変更を適用するには、[Reboot Server] をクリックする必要
があります。

アクセス制限
いつでも管理インターフェイスまたはスポンサー インターフェイスに対しては特定の IP アドレス範囲
だけにアクセスを制限するように、Cisco NAC ゲスト サーバを設定できます。

管理アクセス
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] > [Access Restrictions] を選択し、
[Administration] タブ（図 3-6）をクリックします。
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図 3-6

Access Restrictions（管理）

ステップ 2

[Allowed IP Addresses] フィールドに、ゲスト サーバ管理インターフェイスへのアクセスを許可する
IP アドレスの範囲を入力し、ドロップダウン メニューを使用して CIDR サブネット範囲を適用します。

ステップ 3

[Add] をクリックして、アドレスをリストに追加します。

ステップ 4

[Save] をクリックして、変更を保存します。

（注）

IP Range フィールドをブランクのままにすると、必要な admin アカウント権限をユーザが持っている
場合はすべての IP アドレスから管理インターフェイスにアクセスできます。

スポンサー アクセス
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] > [Access Restrictions] を選択し、[Sponsor] タ
ブ（図 3-7）をクリックします。
図 3-7

Access Restrictions（スポンサー）
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ステップ 2

スポンサー インターフェイスへのアクセスを許可する IP アドレスの範囲を入力し、ドロップダウン メ
ニューを使用して CIDR サブネット範囲を適用します。

ステップ 3

続行するには [Save] をクリックします。

（注）

[IP Range] フィールドをブランクのままにすると、必要なスポンサー アカウント権限をユーザが持っ
ている場合はすべての IP アドレスからスポンサー インターフェイスにアクセスできます。

（注）

[Server] の設定を変更する場合は再起動が必要です。一度に複数の [Server] の設定を変更および保存し
てから再起動することができますが、その変更を適用するには、[Reboot Server] をクリックする必要
があります。

SSL 証明書の設定
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 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 を使用したゲスト サーバへのアクセス
• 一時証明書 /CSR/ 秘密鍵の生成
• 証明書ファイルのダウンロード
• 証明書ファイルのアップロード

HTTP または HTTPS を使用したゲスト 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
だけ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] を選択すると、[SSL Settings]
ページ（図 3-8）が表示されます。
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図 3-8

ステップ 2

[SSL Settings] メイン ページ

[SSL Settings] メイン ページには、次のオプションがあります。
• Allow Only HTTPS：選択されている場合、ゲスト サーバのスポンサー インターフェイスまたは
管理インターフェイスに対する HTTPS アクセスだけが許可されます。
• Allow Only HTTP：選択されている場合、ゲスト サーバのスポンサー インターフェイスまたは管
理インターフェイスに対する HTTP アクセスだけが許可されます。
• Allow HTTPS and HTTP：選択されている場合、ゲスト サーバのスポンサー インターフェイス
または管理インターフェイスに対する HTTPS アクセスと HTTP アクセスの両方が許可されます。
• Allow Only HTTPS (with HTTP Redirected to HTTPS)：有効にされた場合、スポンサーと管理
者は HTTPS および標準の HTTP によってポータルにアクセスできます。ただし、標準の HTTP 接
続を使用した場合、スポンサーと管理者は HTTPS 経由でリダイレクトされます。

ステップ 3

（注）

選択したら、[Save Settings] ボタンをクリックします。

[Server] の設定を変更する場合は再起動が必要です。一度に複数の [Server] の設定を変更および保存し
てから再起動することができますが、その変更を適用するには、[Reboot Server] をクリックする必要
があります。
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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。
ステップ 1

ステップ 2

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、[Create CSR] リン
クをページの中央部分（図 3-9）でクリックすると、Create CSR フォーム（図 3-10）が表示されます。
図 3-9

CSR

図 3-10

Create CSR

Create CSR フォームに、一時証明書と CSR の詳細を入力します。
• Common Name (FQDN or IP Address)：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。

• Organization：組織または会社の名前。
• Organizational Unit (Section)：デバイスを所有する部門または部署の名前。
• Locality (e.g. City)：サーバが配置されている都市。
• State or Province：サーバが配置されている州。
• Country：該当する国をドロップダウン メニューから選択します。
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ステップ 3

[Regenerate Private Key] チェックボックスは任意の選択項目で、既存の秘密鍵に問題があると思われ
る場合に使用します。秘密鍵を再生成すると、現在の証明書は無効になり、新しい秘密鍵と CSR を使用
して新しい自己署名付き一時証明書が生成されます。秘密鍵を再生成する場合は、このオプションを選
択します。

ステップ 4

[Create] をクリックします。

ステップ 5

[Certificate Signing Request] ページ（図 3-9）が再び表示されます。秘密鍵を再生成することを選択す
ると、サーバを再起動するように要求されることがあります。新しい証明書と秘密鍵を使用するには、
再起動する必要があります。

ステップ 6

[Create Temporary Certificate from CSR] オプションと [Download CSR] オプションが使用できるよう
になります（図 3-11）。
図 3-11

ステップ 7

Create CSR と Download CSR

[Create Temporary Certificate from CSR] を選択すると、前もって要求される CSR（ステップ 1 ～ 4 で
作成）から一時証明書が生成されます。

ステップ 8

ステップ 9

（注）

CSR をダウンロードするには、[Download CSR] オプション（図 3-11）をクリックします。CSR を
CA に送信し、応答として CA 署名付き証明書を取得したら、「証明書ファイルのアップロード」
（P.3-13）の手順に従って、その証明書をアップロードできます。
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。[Reboot
Server] ボタン（図 3-8）をクリックします。

[Server] の設定を変更する場合は再起動が必要です。一度に複数の [Server] の設定を変更および保存し
てから再起動することができますが、その変更を適用するには、[Reboot Server] をクリックする必要
があります。

証明書ファイルのダウンロード
証明書のダウンロード
証明書と秘密鍵をバックアップすることを強く推奨します。証明書は、安全な場所に手動でバックアッ
プするために、管理インターフェイスからダウンロードできます。
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。

ステップ 2

[Download Current SSL Certificate] をページの [Download Certificate] セクション（図 3-12）から選
択します。
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図 3-12

ステップ 3

証明書ファイルのダウンロード

SSL 証明書を安全なバックアップ場所に保存します。

秘密鍵のダウンロード
秘密鍵を取得するには、ゲスト サーバへの SFTP 接続を使用する必要があります。Windows プラット
フォームの場合、http://winscp.net から無償の SFTP クライアントを入手できます。
ステップ 1

Cisco NAC ゲスト サーバへの SFTP 接続を開きます。認証のクレデンシャルはコマンドラインと同じ
です。root ユーザ名と初期セットアップでこのアカウントに割り当てたパスワードを使用してログイン
します。

ステップ 2

/etc/pki/tls/private/localhost.key ファイルをダウンロードし、安全なバックアップ場所に保存します。

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 Certificates] オプションを使用すると、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証明書ファイルの復元することもできます。

（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.3-12）で説明されているように、手動でバックアップ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、[Server] > [SSL Settings] を選択します。

ステップ 2

ページの下部に [Upload Certificates] セクション（図 3-13）が表示されます。
図 3-13

ステップ 3

警告
ステップ 4

証明書ファイルのアップロード

[Browse] ボタンをクリックし、アップロードする SSL 証明書ファイルまたはルート CA 証明書ファイ
ルを見つけて、[Upload] ボタンをクリックします。

証明書をアップロードする場合、インストールされている秘密鍵と一致する必要があります。
新しいサーバ SSL 証明書をアップロードする場合、その証明書を有効にするために、サーバを再起動
するように要求されます。
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（注）

[Server] の設定を変更する場合は再起動が必要です。一度に複数の [Server] の設定を変更および保存し
てから再起動することができますが、その変更を適用するには、[Reboot Server] をクリックする必要
があります。

管理者認証の設定
Cisco NAC ゲスト サーバには、「admin」という 1 つのデフォルト管理者アカウントがあります。ま
た、外部の RADIUS サーバに対して管理者を認証するように、Cisco NAC ゲスト サーバを設定するこ
ともできます。[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、次の内容について説明します。

• 新しい admin アカウントの追加
• 既存の admin アカウントの編集
• 既存の admin アカウントの削除
• admin セッション タイムアウト
• 管理者認証用の RADIUS の設定

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] > [Administrators] を選択します。

ステップ 2

[Administrators] ページの [Local Database] タブ（図 3-14）で、[Add Administrator] ボタンをクリッ
クします。
図 3-14

ステップ 3

管理者アカウント

[Add Administrator] ページ（図 3-15）で、admin ユーザのクレデンシャルを入力します。
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図 3-15

admin ユーザの追加

• First Name：admin ユーザの名を入力します。
• 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。
• Confirm：admin アカウントのパスワードを再入力します。
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。
• 正常に追加された場合、ページの上部に成功のメッセージが表示され、admin アカウントをさらに
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] > [Administrators] を選択します。

ステップ 2

[Administrators] ページの [Local Database] タブ（図 3-16）で、リストのユーザ名をクリックします。
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図 3-16

ステップ 3

編集対象の admin ユーザ

[Edit Administrator] ページ（図 3-17）で、ユーザのクレデンシャルを編集します。
図 3-17

admin アカウントの編集

• First Name：admin ユーザの名を編集します。
• 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。
• Password：admin アカウントのパスワードを編集します。
• Confirm：admin アカウントのパスワードを編集します。

（注）

強力なパスワードを使用することを推奨します。それには、辞書にあるような単語は使わず、
6 文字以上とし、5 種類以上の文字を含めるようにします。

（注）

[Password] フィールドと [Repeat Password] フィールドを空にすると、既存のパスワードが維
持されます。
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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。
• 正常に変更された場合、ページの上部に成功のメッセージが表示され、同じ admin アカウントを
さらに変更できます。

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] > [Administrators] を選択します。
図 3-18

ステップ 2

削除する admin アカウントの選択

[Admin Accounts] ページ（図 3-18）で、削除するユーザ エントリの端にあるゴミ箱の形をしたアイコ
ンをクリックします。

ステップ 3

「Are you sure you want to delete the user 」と表示されたら、[OK] をクリックしてユーザを削除するか、
Cancel をクリックしてキャンセルします。
正常に削除された場合、ページの上部に成功のメッセージが表示され、admin アカウントの操作を行う
ことができます。

admin セッション タイムアウト
スポンサー インターフェイスに対して定義したセッション タイムアウトは、管理インターフェイスに
も適用されます。詳細については、「セッション タイムアウト」（P.4-20）を参照してください。
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管理者認証用の RADIUS の設定
（注）

Cisco NAC ゲスト サーバは、正常に認証された admin ユーザに対してだけアクセスを許可します。
RADIUS サーバは、6（admin）に設定された IETF Service-Type 属性を返します。
ローカル管理者アカウントを設定する代わりに、RADIUS を介して RADIUS サーバに対して認証する
ように admin ユーザを設定することもできます。管理者認証用に RADIUS 認証を設定するには、次の
手順を実行してください。

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] > [Administrators] を選択します。

ステップ 2

[RADIUS Authentication] タブ（図 3-19）をクリックします。
図 3-19

管理者の RADIUS 認証

ステップ 3

プライマリ RADIUS サーバの [Server IP Address] を入力します。

ステップ 4

そのサーバで RADIUS 認証を実行する [Port] を入力します（通常、デフォルトは 1645 または 1812 で
す）。

ステップ 5

[RADIUS Secret] フィールドに、RADIUS サーバと NAC ゲスト サーバの間で使用される共有秘密を
入力します。

ステップ 6
ステップ 7
ステップ 8

秘密が正しく設定されていることを確認します。
（任意）セカンダリ RADIUS サーバの詳細を入力します。これは、NAC ゲスト サーバがプライマリ
RADIUS サーバから応答を受信しなかった場合に使用されます。
チェックボックスを使用して、[Authentication Mode] を設定します。いずれの RADIUS サーバとも通
信できない場合にだけ Local Admin アカウントに対して admin 認証を行うには、このチェックボック
スをクリックします。このチェックボックスにチェックが付いていない場合、RADIUS サーバのいず
れかに対する認証が拒否されると、Local Admin アカウントが使用されます。
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ステップ 9

[Save] ボタンをクリックして、管理者の RADIUS の設定を保存します。
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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 サーバのスポンサー インターフェイスに対してスポンサー ユーザを認証します。
次の 5 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 ユーザで直接ローカル 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.4-1）を参照してください。
• Active Directory 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。
• LDAP 認証：Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）サーバに対してスポンサーを認証し
ます。「LDAP 認証の設定」（P.4-10）を参照してください。
• RADIUS 認証：RADIUS サーバに対してスポンサーを認証します。「RADIUS 認証の設定」
（P.4-16）を参照してください。
• Active Directory Single Sign-On：このオプションでは、クライアントの Web ブラウザと Cisco
NAC ゲスト サーバ間で Kerberos を使用して Active Directory ドメイン コントローラに対してス
ポンサーを自動的に認証します。「Active Directory Single Sign-On 認証の設定」（P.4-21）を参照
してください。

Cisco NAC ゲスト サーバで複数の認証サーバを設定したり、スポンサーの認証で認証サーバを使用す
る順序を設定したりできます。詳細については、「スポンサー認証の設定」（P.4-19）を参照してくださ
い。

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
• 既存のユーザ アカウントの編集
• 既存のユーザ アカウントの削除

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メニューから、[Authentication] > [Sponsors] > [Local User Database] を選択
します（図 4-1）。
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図 4-1

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（図 4-2）を起動します。
図 4-2

ステップ 3

ローカル ユーザ

ローカル ユーザの追加

[Add a Local User Account] ページで、すべてのスポンサー ユーザのクレデンシャルを入力します。
• First Name：スポンサーの名を入力します。
• Last Name：スポンサーの姓を入力します。
• Email：スポンサーの電子メール アドレスを入力します。
• Group：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「スポンサー ユーザ グループの設定」を参照してください。
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• 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。
• Confirm：スポンサー アカウントのパスワードを再入力します。
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。
• 正常に追加された場合、ページの上部に成功のメッセージが表示され、ユーザ アカウントをさら
に追加できます。

既存のユーザ アカウントの編集
すでに作成されたローカル スポンサー 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メニューから [Authentication] > [Sponsors] を選択し、[Local User Database]
タブ（図 4-3）をクリックします。
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、下線の付いたユーザ名をクリックします。

ステップ 3

[Edit a Local User Account] ページで、ユーザのクレデンシャルを編集します（図 4-4）。
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図 4-4

ローカル ユーザ アカウントの編集

• First Name：スポンサー アカウントの名を編集します。
• Last Name：スポンサー アカウントの姓を編集します。
• Email：スポンサーの電子メール アドレスを編集します。
• Group：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「スポンサー ユーザ グループの設定」を参照してください。

（注）

[Password] フィールドと [Repeat Password] フィールドを空にすると、既存のパスワードが維
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。
• Confirm：変更したスポンサー アカウントのパスワードを再入力します。
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。
• 正常に変更された場合、ページの上部に成功のメッセージが表示され、同じユーザ アカウントを
さらに変更できます。

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から、[Authentication] > [Sponsors] を選択し、[Local User Database] タブ
（図 4-5）をクリックします。
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図 4-5

削除するユーザの選択

ステップ 2

ローカル ユーザのリストが表示されます。[Group Name] フィールドの右側にあるゴミ箱アイコンをク
リックして、削除するユーザを選択します。

ステップ 3

プロンプトでユーザの削除を確認します。

• 正常に削除された場合、ページの上部に成功のメッセージが表示され、ローカル ユーザ アカウン
トの追加の操作を行うことができます。

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-18371-01-J

4-5

第4章

スポンサー認証の設定

Active Directory（AD）認証の設定

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 サーバに対してスポン
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、ローカル スポンサー アカウ
ントを作成したり、追加されたローカル スポンサー アカウントを管理したり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
• 既存のドメイン コントローラの編集
• 既存のドメイン コントローラ エントリの削除

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、復元力を持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サフィックスの使用を推奨します（ただし、選択したどの
値にも設定できます）。

• User Account Suffix：Active Directory のすべてのユーザには、「ユーザ名 @ ドメイン」として表
示される完全なユーザ ログオン名があります。このフィールドに「@ ドメイン」サフィックス
（@ 記号を含む）を使用すると、スポンサー ユーザは完全なユーザ ログオン名を入力する必要が
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 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 を検索する権限を持つユーザ アカウント。これにより、LDAP 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 Password：AD を検索する権限を持つユーザ 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 サフィックス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 サフィックスを持つ複数のドメイン コントローラ
エントリを作成できます。各エントリで異なる必要があるのは、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
を持つ同一の User Account Suffix に複数のエントリを入力できます。各エントリで異なる必要がある
のは、Server Name だけです。
ゲスト サーバは、
「スポンサー認証の設定」
（P.4-19）で指定された Authentication Order に従って、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メニューから、[Authentication] > [Sponsors] > [Active Directory Servers] を
選択します（図 4-6）。
図 4-6

Active Directory 認証

ステップ 2

[Add Domain Controller] 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

Active Directory ドメイン コントローラの追加

• Server Name：ドメイン コントローラの AD サーバ名とアカウント サフィックス（例：
CCA.CISCO.COM）を入力します。
• User Account Suffix：先頭の @ を含めたユーザ アカウント サフィックス（例：@cca.cisco.com）
を入力します。すべての AD ユーザには、
「ユーザ名 @ ドメイン」として表示される完全なユーザ
ログオン名があります。スポンサーが完全なユーザ ログオン名を入力する必要がないように、「@
ドメイン」（@ 記号を含む）を入力します。
• Domain Controller：ドメイン コントローラの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。これは、
スポンサーが認証する DC の IP アドレスです。
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• Base DN：ドメイン コントローラのベース Distinguished Name（DN; 識別名）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。
• Username：LDAP を使用する Active Directory を検索する権限を持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。

• Password：AD ユーザ名の入力後、そのアカウントのパスワードを入力します。
• Confirm：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。
• Enabled：ゲスト サーバでこの AD サーバを使用してスポンサーを認証できるようにする場合は、
このチェックボックスをクリックします。このチェックボックスをオフにすると、AD サーバは使
用されません。
ステップ 4

また、[Test Connection] ボタンをクリックして、ドメイン コントローラの設定が正しいかどうか検証
することもできます。[Test Connection] では、指定された AD ユーザ名とパスワードを使用して認証
を行い、設定を検証します。成功または失敗のステータスが、「Active Directory Connection
Successful」または「Active Directory Connection Failed」メッセージによって返されます。

ステップ 5

[Add Domain Controller] ボタンをクリックして、ドメイン コントローラを正常に追加します。正常に
追加された場合は、確認の上部にメッセージが表示されます。

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メニューから、[Authentication] > [Sponsor] > [Active Directory Servers] を選
択します（図 4-6）。

ステップ 2

リストから Active Directory ドメイン コントローラを選択し、下線の付いたドメイン名をクリックし
てドメイン コントローラを選択および編集します（図 4-8）。
図 4-8

ステップ 3

編集するドメイン コントローラの選択

[Edit 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
る認証に必要な情報を編集します。
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図 4-9

ステップ 4

Active Directory ドメイン コントローラの編集

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 サフィックス（例：@cca.cisco.com）
「ユーザ名 @ ドメイン」として表示される完全なユーザ
を編集します。すべての AD ユーザには、
ログオン名があります。スポンサーが完全なユーザ ログオン名を入力する必要がないように、「@
ドメイン」（@ 記号を含む）を入力します。
• Domain Controller：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 Distinguished Name（DN; 識別名）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 を使用する Active Directory を検索する権限を持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 エントリを空にすると、既存のパスワードが
維持されます。

• Password：検索権限を持つ AD ユーザ アカウントのパスワードを編集します。
• Confirm：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。
• Enabled：ゲスト サーバでこの AD サーバを使用してスポンサーを認証できるようにする場合は、
このチェックボックスをクリックします。このチェックボックスをオフにすると、AD サーバは使
用されません。
ステップ 5

また、[Test Connection] ボタンをクリックして、ドメイン コントローラの設定が正しいかどうか検証
することもできます。[Test Connection] では、指定された AD ユーザ名とパスワードを使用して認証
を行い、設定を検証します。成功または失敗のステータスが、「Active Directory Connection
Successful」または「Active Directory Connection Failed」メッセージによって返されます。

ステップ 6

[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メニューから、[Authentication] > [Sponsors] > [Active Directory Servers] を
選択します。

ステップ 2

リストにあるドメイン コントローラの下線の付いた名前をクリックします（図 4-10）。
図 4-10

ステップ 3

ドメイン コントローラ エントリの削除

[Status] フィールドの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックして、ドメイン コントローラを削除しま
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。正常に削除
された場合、ページの上部に成功のメッセージが表示され、ドメイン コントローラ の追加の操作を行
うことができます。

LDAP 認証の設定
LDAP 認証では、既存の LDAP ユーザ アカウントを使用し、ゲスト サーバに対してスポンサー 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、ローカル スポンサー アカウントを作成
したり、追加されたローカル スポンサー アカウントを管理したり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。LDAP 認証では、次のことが可能です。
• LDAP サーバの追加
• 既存の LDAP サーバの編集
• 既存の LDAP サーバ エントリの削除

LDAP 認証は、複数の LDAP サーバに対する認証をサポートします。
LDAP サーバ エントリは、次の複数の項目で構成されています。
• LDAP Server Name：LDAP サーバの識別名（テキスト表示）。
• LDAP Server URL：LDAP サーバにアクセスするための URL（例：ldap://ldap.cisco.com）です。
• Version：使用する LDAP のバージョン（バージョン 1、2 または 3）。
• Base DN：ユーザを見つけるための LDAP 検索を開始するコンテナ オブジェクトの識別名（例：
OU=Engineering,O=Cisco）です。
• User Search Filter：LDAP サーバでユーザ エントリに名前を付ける方法を定義します。たとえば、
uid（uid=%USERNAME%）または cn（cn=%USERNAME%）として定義できます。
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• Group Mapping：LDAP サーバでは、ユーザをグループに割り当てる場合に次の 2 つの方法を使用
します。

1. ユーザ オブジェクトの属性にグループ メンバーシップを保存する。この方法を使用すると、
ユーザ オブジェクトは、ユーザが所属するグループを示す 1 つまたは複数の属性を持ちます。
LDAP サーバがグループ メンバーシップを保存するこの方法を使用する場合は、ユーザがメ
ンバーになっているグループを保持する属性の名前を入力する必要があります。

2. グループ オブジェクトの属性にユーザ メンバーシップを保存する。この方法では、グループ
のメンバーになっているユーザのリストを含むグループ オブジェクトが存在します。LDAP
サーバでこの方法を使用する場合は、ユーザを照合するユーザ グループの LDAP マッピング
セクションで、チェックするグループを指定する必要があります。
使用する方法を決定するためには、LDAP のドキュメンテーションでサーバについて確認するか、
http://www.ldapbrowser.com/ で入手可能なブラウザなど、LDAP ブラウザを使用してサーバの属
性を確認します。

• Username：LDAP サーバを検索する権限を持つユーザ アカウント。これは、Cisco NAC ゲスト
サーバでユーザ アカウントとグループ マッピング情報を検索するために必要です。

• Password：LDAP サーバを検索する権限を持つユーザ アカウントのパスワード。

LDAP サーバの障害に備えて復元力を提供するために、同じデータベースを指しているハイ アベイラ
ビリティ LDAP サーバの複数のエントリを入力できます。各エントリで異なる必要があるのは、
Server name および URL だけです。
ゲスト サーバは、Authentication Order で指定された順序（詳細については、「スポンサー認証の設定」
（P.4-19）を参照してください）に従って、各 LDAP サーバに対してスポンサーの認証を行います。

LDAP サーバに接続するための正しい LDAP クレデンシャルがあることを確認するには、
http://www.ldapbrowser.com/ で入手できるブラウザなど LDAP ブラウザをテストすることを推奨しま
す。

LDAP サーバの追加
ステップ 1

管理インターフェイスのメニューから、[Authentication] > [Sponsors] > [LDAP Servers] を選択します
（図 4-11）。
図 4-11

ステップ 2
ステップ 3

LDAP 認証

[Add LDAP Server] ボタンをクリックします。
[Add LDAP Server] ページで、特定の LDAP サーバに対する認証に必要な情報をすべて入力します
（図 4-12）。
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図 4-12

LDAP サーバの追加

• LDAP Server Name：LDAP サーバ名を入力します（テキスト表示）。例：
Cisco LDAP：ldap.cisco.com。
• LDAP Server URL：LDAP サーバにアクセスするための URL（例：dap://ldap.cisco.com または
ldaps://ldap.cisco.com）を入力します。
• Version：サーバがサポートする LDAP のバージョン（バージョン 1、2 または 3）。
• Base DN：ユーザを見つけるための LDAP 検索を開始するコンテナ オブジェクトの識別名（例：
OU=Users,O=Cisco.com または OU=Engineering,O=Cisco）です。
• User Search Filter：LDAP サーバでユーザ エントリに名前を付ける方法を定義します。たとえば、
uid（uid=%USERNAME%）または cn（cn=%USERNAME%）として定義できます。検索でユー
ザ名が挿入される場所に %USERNAME% を挿入する必要があります。
• Group Mapping：LDAP サーバでは、ユーザをグループに割り当てる場合に次の 2 つの方法を使用
します。

1. ユーザ オブジェクトの属性にグループ メンバーシップを保存する。この方法では、ユーザ オ
ブジェクトは、ユーザが所属するグループを示す 1 つまたは複数の属性を持ちます。LDAP
サーバがグループ メンバーシップを保存するこの方法を使用する場合は、ユーザがメンバー
になっているグループを保持する属性の名前を入力する必要があります。この属性には、
groupMembership、memberOf、group などの名前が付いている場合があります。

2. グループ オブジェクトの属性にユーザ メンバーシップを保存する。この方法では、グループ
のメンバーになっているユーザのリストを含むグループ オブジェクトが存在します。LDAP
サーバでこの方法を使用する場合は、ユーザを照合するユーザ グループの LDAP マッピング
セクションで、チェックするグループを指定する必要があります。
使用する方法を決定するためには、LDAP のドキュメンテーションでサーバについて確認するか、
http://www.ldapbrowser.com/ で入手可能なブラウザなど、LDAP ブラウザを使用してサーバの属
性を確認します。
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• Username：LDAP サーバを検索する権限を持つユーザ アカウント。これは、Cisco NAC ゲスト
サーバでユーザ アカウントとグループ マッピング情報を検索するために必要です。

• Password：LDAP サーバを検索する権限を持つユーザ アカウントのパスワード。
• Confirm：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。
• Enabled：ゲスト サーバでこの LDAP サーバを使用してスポンサーを認証できるようにする場合
は、このチェックボックスをクリックします。このチェックボックスをオフにすると、LDAP サー
バは使用されません。
ステップ 4

[Add LDAP Server] ボタンをクリックすると、設定が正常に保存されます。

既存の LDAP サーバの編集
ステップ 1
ステップ 2

管理インターフェイスのメニューから、[Authentication] > [Sponsor] > [LDAP Servers] を選択します。
リストから編集する LDAP サーバを選択し、そのサーバの下線の付いたドメインをクリックします
（図 4-13）。
図 4-13

ステップ 3

編集する LDAP サーバの選択

LDAP Server ページ（図 4-14）で、この LDAP サーバに対する認証に必要な情報を編集します。
図 4-14

LDAP サーバ設定の編集
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ステップ 4

必要に応じて設定を変更します。

• LDAP Server URL：LDAP サーバにアクセスするための URL（例：dap://ldap.cisco.com または
ldaps://ldap.cisco.com）を入力します。
• Version：サーバがサポートする LDAP のバージョン（バージョン 1、2 または 3）。
• Base DN：ユーザを見つけるための LDAP 検索を開始するコンテナ オブジェクトの識別名（例：
OU=Users,O=Cisco.com または OU=Engineering,O=Cisco）です。
• User Search Filter：LDAP サーバでユーザ エントリに名前を付ける方法を定義します。たとえば、
uid（uid=%USERNAME%）または cn（cn=%USERNAME%）として定義できます。検索でユー
ザ名が挿入される場所に %USERNAME% を挿入する必要があります。
• Group Mapping：LDAP サーバでは、ユーザをグループに割り当てる場合に次の 2 つの方法を使用
します。

1. ユーザ オブジェクトの属性にグループ メンバーシップを保存する。この方法では、ユーザ オ
ブジェクトは、ユーザが所属するグループを示す 1 つまたは複数の属性を持ちます。LDAP
サーバがグループ メンバーシップを保存するこの方法を使用する場合は、ユーザがメンバー
になっているグループを保持する属性の名前を入力する必要があります。この属性には、
groupMembership、memberOf、group などの名前が付いている場合があります。

2. グループ オブジェクトの属性にユーザ メンバーシップを保存する。この方法では、グループ
のメンバーになっているユーザのリストを含むグループ オブジェクトが存在します。LDAP
サーバでこの方法を使用する場合は、ユーザを照合するユーザ グループの LDAP マッピング
セクションで、チェックするグループを指定する必要があります。
使用する方法を決定するためには、LDAP のドキュメンテーションでサーバについて確認するか、
http://www.ldapbrowser.com/ で入手可能なブラウザなど、LDAP ブラウザを使用してサーバの属
性を確認します。

• Username：LDAP サーバを検索する権限を持つユーザ アカウント。これは、Cisco NAC ゲスト
サーバでユーザ アカウントとグループ マッピング情報を検索するために必要です。

• Password：LDAP サーバを検索する権限を持つユーザ アカウントのパスワード。
• Confirm：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。

（注）

パスワードを変更しない場合、両方のパスワード エントリを空にすると、既存のパスワードが
維持されます。

• Enabled：ゲスト サーバでこの LDAP サーバを使用してスポンサーを認証できるようにする場合
は、このチェックボックスをクリックします。このチェックボックスをオフにすると、LDAP サー
バは使用されません。
ステップ 5

ステップ 6

また、[Test Connection] ボタンをクリックして、LDAP サーバの設定が正しいかどうか検証すること
もできます。[Test Connection] は、LDAP サーバに対して指定されているユーザ名とパスワードを使
用してバインドし、正常にバインドできるかどうかを検証します。成功または失敗のステータスが、
「LDAP Connection Successful 」または「LDAP Connection Failed」メッセージによって返されます。

[Save Settings] ボタンをクリックします。

既存の LDAP サーバ エントリの削除
ステップ 1

管理インターフェイスのメニューから、[Authentication] > [Sponsor] > [LDAP Servers] を選択します。
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ステップ 2

リストから LDAP サーバを選択します（図 4-15）。
図 4-15

LDAP サーバ エントリの削除

ステップ 3

LDAP サーバのリストが表示され、[Status] フィールドの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックして削
除するサーバを選択します。

ステップ 4

プロンプトで LDAP サーバの削除を確認します。
エラーがある場合、LDAP サーバは追加されず、ページの上部にエラー メッセージが表示されます。
正常に削除された場合、ページの上部に成功のメッセージが表示され、LDAP サーバの追加の操作を
行うことができます。
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RADIUS 認証の設定
RADIUS 認証では、既存の RADIUS ユーザ アカウントを使用し、Cisco NAC ゲスト サーバに対して
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、ローカル スポンサー ア
カウントを作成したり、追加されたローカル スポンサー アカウントを管理したり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。RADIUS 認証では、次のことが可能です。
• RADIUS サーバの追加
• 既存の RADIUS サーバの編集
• 既存の RADIUS サーバ エントリの削除

RADIUS サーバの追加
ステップ 1

管理インターフェイスのメニューから、[Authentication] > [Sponsors] > [RADIUS Servers] を選択しま
す（図 4-16）。
図 4-16

RADIUS 認証

ステップ 2

[Add RADIUS Server] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Add RADIUS Server] ページで、特定の RADIUS サーバに対する認証に必要な情報をすべて入力しま
す（図 4-17）。
図 4-17

RADIUS サーバの追加

• Server Name：RADIUS サーバ名をテキストで入力します（例：
Cisco RADIUS - radius.cisco.com）。
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• Server IP Address：RADIUS サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。
• Port：RADIUS サーバへの接続に使用する UDP ポートを入力します。RADIUS 認証の共通ポート
は、ポート 1645 または 1812 です。
• RADIUS Secret：Cisco NAC Guest Server および RADIUS サーバ間の通信の保護に使用する共有
秘密。

• Enabled：ゲスト サーバでこの RADIUS サーバを使用してスポンサーを認証できるようにする場
合は、このチェックボックスをクリックします。このチェックボックスをオフにすると、RADIUS
サーバは使用されません。
ステップ 4

[Save] ボタンをクリックします。

既存の RADIUS サーバの編集
ステップ 1
ステップ 2

管理インターフェイスのメニューから、[Authentication] > [Sponsor] > [RADIUS Servers] を選択しま
す。
リストから RADIUS サーバを選択し、編集するサーバの下線の付いた名前をクリックします
（図 4-18）。
図 4-18

ステップ 3

編集する RADIUS サーバの選択

[Edit RADIUS Server Details] ページ（図 4-19）で、この RADIUS サーバに対する認証に必要な情報
を編集します。
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図 4-19

ステップ 4

RADIUS サーバ設定の編集

必要に応じて設定を変更します。

• Server IP Address：RADIUS サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。
• Port：RADIUS サーバへの接続に使用する UDP ポートを入力します。RADIUS 認証の共通ポート
は、ポート 1645 または 1812 です。
• RADIUS Secret：Cisco NAC Guest Server および RADIUS サーバ間の通信の保護に使用する共有
秘密。

（注）

共有秘密を変更しない場合は、両方の秘密エントリを空にすると、既存の共有秘密が維持され
ます。

• Enabled：ゲスト サーバでこの RADIUS サーバを使用してスポンサーを認証できるようにする場
合は、このチェックボックスをクリックします。このチェックボックスをオフにすると、RADIUS
サーバは使用されません。
ステップ 5

[Save Settings] ボタンをクリックします。

既存の RADIUS サーバ エントリの削除
ステップ 1

管理インターフェイスのメニューから、[Authentication] > [Sponsor] > [RADIUS Servers] を選択しま
す。

ステップ 2

リストから RADIUS サーバを選択します（図 4-20）。
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図 4-20

ステップ 3

RADIUS サーバ エントリの削除

RADIUS サーバのリストが表示されます。[Status] フィールドの右側にあるゴミ箱アイコンをクリック
して、サーバを削除します。

ステップ 4

プロンプトで RADIUS サーバの削除を確認します。
エラーがある場合、RADIUS サーバは追加されず、ページの上部にエラー メッセージが表示されます。
正常に削除された場合、ページの上部に成功のメッセージが表示され、RADIUS サーバの追加の操作
を行うことができます。

スポンサー認証の設定
認証サーバの順序の変更
Cisco NAC ゲスト サーバに対してスポンサーを認証すると、ゲスト サーバは、スポンサーを正常に認
証するまで、定義された各認証サーバを順番に試みます。いずれの認証サーバもスポンサーを認証でき
ない場合は、エラー メッセージが返されます。
種類の異なる多くの認証サーバを定義できるため、それらをサーバ単位で必要な順序に設定できます。
ステップ 1

管理インターフェイスのメニューから、[Authentication] > [Sponsor] > [ Authentication Order] を選択
します（図 4-21）。
図 4-21

認証順序

最初に認証されるサーバはリストの先頭に示され、最後に認証されるサーバはリストの最後に示されま
す。
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ステップ 2

リストから順序を変更するサーバを選択し、[move up] または [move down] ボタンをクリックします。
この操作を、正しい順序になるまですべてのサーバで実行します。

ステップ 3

認証順序を保存するには、[Change Order] ボタンをクリックします。

セッション タイムアウト
Cisco NAC ゲスト サーバにログインしたスポンサーは、一定期間活動していないとログアウトされま
す。活動しない期間は、[Session Timeout Settings] ページで設定できます。
（注）

ステップ 1

ここで定義されたセッション タイムアウトは、スポンサー インターフェイスと管理インターフェイス
の両方に適用されます。「admin セッション タイムアウト」（P.3-17）を参照してください。

管理インターフェイスのメニューから、[Authentication] > [Sponsor] > [Settings] を選択します
（図 4-22）。
図 4-22

セッション タイムアウト

ステップ 2

[Session Timeout] の値を分単位で入力します（デフォルトは 10 分）。この時間にスポンサーが活動し
ないと、それらのスポンサーのセッションの期限が切れて、スポンサーが次のアクションを実行する
と、ログイン ページが表示されます。

ステップ 3

[Save Settings] ボタンをクリックして、セッション タイムアウトを保存します。
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Active Directory Single Sign-On 認証の設定
Active Directory Single Sign-On（AD SSO）機能では、クライアントの Web ブラウザと Cisco NAC
ゲスト サーバ間で Kerberos を使用して Active Directory ドメイン コントローラに対してゲストを自動
的に認証します。
シングル サインオン設定と同じドメイン内に存在する Active Directory ドメイン コントローラは、以
前に設定されている必要があります（「Active Directory（AD）認証の設定」（P.4-6）を参照）。

Active Directory Single Sign-On の要件
Active Directory Single Sign-On を正しく設定するには、次の要件を満たしている必要があります。
• DNS が設定され、Cisco NAC ゲスト サーバで稼動していること。
• DNS が設定され、ドメイン コントローラで稼動していること。
• Cisco NAC ゲスト サーバの次のエントリがいずれも定義されていること。
– 「A」レコード
– 「PTR」レコード
• ドメイン コントローラの次の DNS エントリがいずれも定義されていること。
– 「A」レコード
– 「PTR」レコード
• Cisco NAC ゲスト サーバの時間設定は、Active Directory ドメインと同期する必要があります。
これらの設定のいずれかが満たされていない場合、AD SSO の設定は失敗します。

（注）

時間を Active Directory ドメインと同期させるために、NTP を設定することを強く推奨します。Cisco
NAC ゲスト サーバの時間が、クライアントまたはドメインと 5 分以上異なる場合、Single Sign-On は
失敗します。

ステップ 1

「Active Directory（AD）認証の設定」（P.4-6）の説明に従って、Active Directory サーバを設定しま
す。Active Directory サーバは、Single Sign-On を実行するユーザをスポンサー グループに正しくマッ
プするために必要です。Active Directory サーバは、Single Sign-On 設定と同じドメインに含まれてい
る必要があります。

ステップ 2

管理インターフェイスの左側のメニューから、[Authentication] > [AD Single Sign-On] を選択します
（図 4-23）。
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図 4-23

Active Directory Single Sign-On

ステップ 3

[Enable AD Single Sign On] チェックボックスをオンにして、AD SSO をイネーブルにします。

ステップ 4

SSO をイネーブルにするドメインの Active Directory ドメイン名を入力します。

ステップ 5

Active Directory ドメイン コントローラの完全修飾ドメイン名を入力します。Cisco NAC ゲスト サー
バで、ドメイン コントローラの A レコードと PTR レコードの両方を解決できる必要があります。

ステップ 6

NAC ゲスト サーバの完全修飾ドメイン名を入力します。NAC ゲスト サーバで、DNS を使用してそれ
自身の A レコードと PTR レコードの両方を解決できるようにする必要があります。

ステップ 7

ドメインの AD 管理者ユーザ名を入力します。このアカウントは、ドメインに NAC ゲスト サーバを追
加したり、そのコンピュータ アカウントを作成したりするために使用されます。

ステップ 8

AD 管理者のパスワードを入力し、[Confirm] フィールドで再入力します。

ステップ 9

[Save] をクリックします。NAC ゲスト サーバはドメインに参加し、コンピュータ アカウントを作成
して、Active Directory Single Sign On を有効にします。
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スポンサー ユーザ グループの設定
スポンサー ユーザ グループは、スポンサーに権限を割り当てるための方法です。スポンサーにロール
ベース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。
ユーザ グループを作成したあとで、Active Directory グループ、LDAP グループ メンバーシップ、
RADIUS クラス属性など、認証サーバから返される情報に基づいたグループにスポンサーをマッピン
グするためのマッピング規則を作成します。

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
に分類する場合に限り、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。

• スポンサー ユーザ グループの追加
• スポンサー ユーザ グループの編集
• ユーザ グループの削除
• スポンサー ユーザ グループの順番の指定
• Active Directory グループへのマッピング
• LDAP グループへのマッピング
• RADIUS グループへのマッピング
• ゲスト ロールの割り当て
• 時間プロファイルの割り当て
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スポンサー 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] > [Sponsor User Groups] を選択します
（図 5-1）。
図 5-1

スポンサー ユーザ グループ

ステップ 2

[Add Sponsor 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 Sponsor Group] ページ（図 5-2）の [Sponsor Group Name] フィールドに新しいユーザ グ
ループの名前を入力します。
図 5-2

ステップ 4

新しいスポンサー グループの追加

[Add Sponsor 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。[Edit Group] ボタン
をクリックして、新しいユーザ グループの設定を編集できます（図 5-3）。
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図 5-3

ステップ 5

新しいスポンサー グループの編集

新しいユーザ グループの権限を次のように編集および設定します。

• 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。
• Create Bulk Accounts：[Yes] を選択し、スポンサーに詳細の貼り付けによって一度に複数のアカ
ウントを作成することを許可します。許可しない場合、[No] を選択します。
• Create Random Accounts：[Yes] を選択し、スポンサーに対し、最初にゲストの詳細を取得しなく
ても複数のランダム アカウントを作成できるように許可します。許可しない場合、[No] を選択し
ます。

• Import CSV：[Yes] を選択し、スポンサーに CSV ファイルから詳細をインポートすることで一度
に複数のアカウントを作成できるように許可します。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 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。
• View Guest Password：[Yes] を選択し、スポンサーにゲストの作成済みパスワードの表示を許可し
ます。許可しない場合、[No] を選択します。
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• Allow Printing Guest Details：[Yes] を選択し、スポンサーにゲストの詳細の印刷を許可します。
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、ゲスト アカウントの編集を許可されません。
– Own Account：スポンサーは、自分が作成したゲスト アカウントだけの編集を許可されます。
– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントの編集を許可されます。

– 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、ゲスト 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、自分が作成したゲスト アカウントだけの一時停止を許可され
ます。

– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントの一時停止を許可されます。

– 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。
• Full Reporting：フル レポー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
（詳細については、「ゲスト ユーザに関するレポート」（P.17-18）を参照してください）。
– No：スポンサーは、ゲスト 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、自分が作成したゲスト アカウントについてだけレポート詳細
の表示を許可されます。

– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
アクティブ ゲスト アカウントの表示を許可されます。

– 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。

• Detailed Reports - Accounting Log：アカウンティング ログのフル 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、ゲスト アカウントに関するアカウンティング ログ レポートの実行を許可
されません。

– Own Account：スポンサーは、自分が作成したゲスト アカウントについてだけアカウンティ
ング ログのフル レポートの実行を許可されます。

– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントに関するフル レポートの実行を許可されます。

– All Accounts：スポンサーは、すべてのアクティブ ゲスト アカウントに関するアカウンティ
ング ログのフル レポートの実行を許可されます。

• Detailed Reports - Audit Log：監査ログのフル 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 ログの監査ログ レポートの実行を許可されません。
– Own Account：スポンサーは、自分が作成したゲスト アカウントについてだけログの監査ロ
グ レポートの実行を許可されます。

– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントに関するログの監査ログ レポートの実行を許可されます。
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– All Accounts：スポンサーは、すべてのアクティブ ゲスト アカウントに関するログの監査ロ
グ レポートの実行を許可されます。

• Detailed Reports - Activity Log：アクティビティ ログのフル 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、ゲスト アカウントに関するアクティビティ ログの詳細レポートの実行を
許可されません。

– Own Account ：スポンサーは、自分が作成したゲスト アカウントについてだけアクティビ
ティ ログの詳細レポートの実行を許可されます。

– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントに関するアクティビティ ログの詳細レポートの実行を許可されます。

– All Accounts：スポンサーは、すべてのアクティブ ゲスト アカウントに関するアクティビ
ティ ログの詳細レポートの実行を許可されます。

• Management Reports
– No：スポンサーは、管理レポートの実行を許可されません。
– Yes：スポンサーは、管理レポートの実行を許可されます。
• Number of days in the future the account can be created ：これは、ゲストがアカウントを作成でき
る期間を指定します。ゲストにアカウントの作成を許可する最大限の日数、時間、または分を指定
します。

• Maximum duration of account：これは、スポンサーがアカウントに設定できる最長期間を指定し
ます。スポンサーは日数、時間、または分で指定できます。
ステップ 6

（注）
ステップ 7

[Save] 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。
ここで [Save] ボタンをクリックするまで、グループは作成されません。
次のいずれかの手順を実行して、認証サーバからのグループ情報に基づいたグループにスポンサー
ユーザを正しくマッピングします。

• 「Active Directory グループへのマッピング」（P.5-10）
• 「LDAP グループへのマッピング」（P.5-11）
• 「RADIUS グループへのマッピング」（P.5-12）

スポンサー 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] > [Sponsor User Groups] を選択しま
す。

ステップ 2

編集するグループを選択して強調表示し、[Edit Sponsor Group] ボタンをクリックします（図 5-4）。
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図 5-4

ステップ 3

[Edit Permissions] ページ（図 5-5）で、グループの設定を変更します。
図 5-5

ステップ 4

編集するスポンサー ユーザ グループの選択

ユーザ グループの編集

ユーザ グループの権限を次のように編集します。

• 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。
• Create Bulk Accounts：[Yes] を選択し、スポンサーに詳細の貼り付けによって一度に複数のアカ
ウントを作成することを許可します。許可しない場合、[No] を選択します。
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• Create Random Accounts：[Yes] を選択し、スポンサーに対し、最初にゲストの詳細を取得しなく
ても複数のランダム アカウントを作成できるように許可します。許可しない場合、[No] を選択し
ます。

• Import CSV：[Yes] を選択し、スポンサーに CSV ファイルから詳細をインポートすることで一度
に複数のアカウントを作成できるように許可します。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。
• View Guest Password：[Yes] を選択し、スポンサーにゲストの作成済みパスワードの表示を許可し
ます。許可しない場合、[No] を選択します。
• Allow Printing Guest Details：[Yes] を選択し、スポンサーにゲストの詳細の印刷を許可します。
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、ゲスト アカウントの編集を許可されません。
– Own Account ：スポンサーは、自分が作成したゲスト アカウントだけの編集を許可されます。
– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントの編集を許可されます。

– 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、ゲスト 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、自分が作成したゲスト アカウントだけの一時停止を許可され
ます。

– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントの一時停止を許可されます。

– 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。
• Full Reporting：フル レポー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
（詳細については、「ゲスト ユーザに関するレポート」（P.17-18）を参照してください）。
– No：スポンサーは、ゲスト 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、自分が作成したゲスト アカウントについてだけレポート詳細
の表示を許可されます。

– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
アクティブ ゲスト アカウントの表示を許可されます。

– 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。

• Detailed Reports - Accounting Log：アカウンティング ログのフル 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、ゲスト アカウントに関するアカウンティング ログ レポートの実行を許可
されません。

– Own Account ：スポンサーは、自分が作成したゲスト アカウントについてだけアカウンティ
ング ログのフル レポートの実行を許可されます。
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– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントに関するフル レポートの実行を許可されます。

– All Accounts：スポンサーは、すべてのアクティブ ゲスト アカウントに関するアカウンティ
ング ログのフル レポートの実行を許可されます。

• Detailed Reports - Audit Log：監査ログのフル 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 ログの監査ログ レポートの実行を許可されません。
– Own Account：スポンサーは、自分が作成したゲスト アカウントについてだけログの監査ロ
グ レポートの実行を許可されます。

– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントに関するログの監査ログ レポートの実行を許可されます。

– All Accounts：スポンサーは、すべてのアクティブ ゲスト アカウントに関するログの監査ロ
グ レポートの実行を許可されます。

• Detailed Reports - Activity Log：アクティビティ ログのフル 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、ゲスト アカウントに関するアクティビティ ログの詳細レポートの実行を
許可されません。

– Own Account：スポンサーは、自分が作成したゲスト アカウントについてだけアクティビ
ティ ログの詳細レポートの実行を許可されます。

– Group Accounts：スポンサーは、自分と同じスポンサー ユーザ グループのユーザが作成した
ゲスト アカウントに関するアクティビティ ログの詳細レポートの実行を許可されます。

– All Accounts：スポンサーは、すべてのアクティブ ゲスト アカウントに関するアクティビ
ティ ログの詳細レポートの実行を許可されます。

• Management Reports
– No：スポンサーは、管理レポートの実行を許可されません。
– Yes：スポンサーは、管理レポートの実行を許可されます。
• Number of days in the future the account can be created ：これは、ゲストがアカウントを作成でき
る期間を指定します。ゲストにアカウントの作成を許可する最大限の日数、時間、または分を指定
します。

• Maximum duration of account：これは、スポンサーがアカウントに設定できる最長期間を指定し
ます。スポンサーは日数、時間、または分で指定できます。
ステップ 5

（注）
ステップ 6

[Save] 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。
ここで [Save] ボタンをクリックするまで、グループは作成されません。
次のいずれかの手順を実行して、認証サーバからのグループ情報に基づいたグループにスポンサー
ユーザを正しくマッピングします。

• 「Active Directory グループへのマッピング」（P.5-10）
• 「LDAP グループへのマッピング」（P.5-11）
• 「RADIUS グループへのマッピング」（P.5-12）
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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] > [Sponsor User Groups] を選択しま
す。
図 5-6

削除するグループのリスト表示

ステップ 2

削除するグループを選択して強調表示し、[Delete Group] ボタンをクリックします（図 5-6）。

ステップ 3

プロンプトで削除を確認します。

（注）

ローカル ユーザがこ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。また、ローカル ユーザを別のグループに移動して、ユーザ グループを削除す
る前に「空にする」こともできます。

スポンサー ユーザ グループの順番の指定
スポンサーが Cisco NAC ゲスト サーバにログインすると、システムは各グループを順番に確認して、
スポンサーにそのグループの権限を与えてよいかどうかを調べます。これらのグループは [Sponsor
User Groups] リスト ボックスに表示されている順番で確認されます（図 5-7）。ユーザとユーザ グルー
プが一致しない場合、ユーザは DEFAULT グループの権限が与えられます。
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、[Authentication] > [Sponsor User Groups] を選択しま
す。
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図 5-7

ユーザ グループの順番

ステップ 2

順番を変更するグループを選択します。各グループは、[move up] または [move down] の矢印アイコン
ボタンをクリックして適切な位置に移動できます（図 5-7）。

ステップ 3

すべてのグループが希望の順番で表示されるまで繰り返します。

ステップ 4

[Change Order] ボタンをクリックして、順番を保存します。

Active Directory グループへのマッピング
Active Directory 認証を使用してスポンサーを Cisco NAC ゲスト サーバに対して認証する場合、Cisco
NAC ゲスト サーバは Active Directory グループのメンバーシップを使用してスポンサーをユーザ グ
ループにマッピングできます。

（注）

Cisco NAC ゲスト サーバは、再帰的なグループ ルックアップをサポートしません。ユーザが直接メン
バーであるグループを指定する必要があります。

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自動的に取得します。
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。
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] > [Sponsor User Groups] を選択します
（図 5-1）。

ステップ 2

編集するグループを選択して強調表示し、Edit Sponsor Group ボタンをクリックします（図 5-4）。

ステップ 3

ページの上部にあるメニューの [Active Directory Mapping] タブをクリックして、[Edit Active
Directory Mapping] を表示します（図 5-8）。
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図 5-8

ステップ 4

（注）

Active Directory グループ マッピング

ドロップダウン メニューから照合するグループを選択し、[Save] ボタンをクリックします。

デフォルトでは、Active Directory が Cisco NAC ゲスト サーバの検索に応答して返すグループ数は最
大で 1000 グループだけです。1000 グループを超える場合で、LDAP 検索のサイズを大きくしていな
い場合、照合するグループが表示されないことがあります。この場合は、[Active Directory Group] コ
ンボ ボックスにグループ名を手動で入力できます。

LDAP グループへのマッピング
LDAP 認証を使用してスポンサーを Cisco NAC ゲスト サーバに対して認証する場合、Cisco NAC ゲス
ト サーバは LDAP グループのメンバーシップによってスポンサーをユーザ グループにマッピングでき
ます。

（注）

Cisco NAC ゲスト サーバは、再帰的なグループ ルックアップをサポートしません。ユーザが直接メン
バーであるグループを指定する必要があります。
認証に使用される LDAP サーバの設定に基づいて、Cisco NAC ゲスト サーバは、グループ情報を使用
してスポンサーをマッピングするために 2 つの方法のいずれかを使用します。

LDAP サーバでは、ユーザをグループに割り当てる場合に次の 2 つの方法を使用します。
1. ユーザ オブジェクトの属性にグループ メンバーシップを保存する。この方法を使用すると、
ユーザ オブジェクトは、ユーザが所属するグループを示す 1 つまたは複数の属性を持ちます。
LDAP サーバがグループ メンバーシップを保存するこの方法を使用する場合は、ユーザがメ
ンバーになっているグループを保持する属性の名前を入力する必要があります。

2. グループ オブジェクトの属性にユーザ メンバーシップを保存する。この方法では、グループ
のメンバーになっているユーザのリストを含むグループ オブジェクトが存在します。LDAP
サーバでこの方法を使用する場合は、ユーザを照合するユーザ グループの LDAP マッピング
セクションで、チェックするグループを指定する必要があります。

LDAP サーバを定義したときに、これらの 2 つのオプションのいずれかを指定しています。
LDAP サーバが最初のオプションをサポートする場合は、特定の文字列のユーザ属性を確認するため
に指定する必要があります。

LDAP サーバが 2 番目のオプションをサポートする場合は、メンバーシップを確認するグループの完
全な DN を入力する必要があります。これにより、Cisco NAC ゲスト サーバはこの属性をチェックし
て、ログインしているユーザの名前が含まれていることを確認します。
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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] > [Sponsor User Groups] を選択します
（図 5-1）。

ステップ 2

編集するグループを選択して強調表示し、[Edit Sponsor Group] ボタンをクリックします（図 5-4）。

ステップ 3

ページの上部にあるメニューの [LDAP Mapping] タブをクリックして、[Edit LDAP Mapping] を表示
します（図 5-9）。
図 5-9

ステップ 4

（注）

LDAP グループ マッピング

LDAP サーバがグループ メンバーシップの保存にユーザ属性を使用している場合は、[Check the user
attribute] フィールドに確認するグループ名を入力し、ドロップダウン メニューから [contains the
string] または [equals the string] のいずれかを指定します。
[contains the string] を使用する場合は、LDAP サーバでワイルドカード検索が有効になっている必要
があります。

ステップ 5

LDAP サーバがグループ メンバーシップをグループ オブジェクトに保存している場合は、[Check the
group object (group DN)] フィールドに確認するグループの完全な DN を指定し、[Membership
Attribute] フィールドにスポンサーのユーザ名として確認される属性の名前を入力します。

ステップ 6

[Save] ボタンをクリックして、LDAP グループ マッピングを保存します。

（注）

1 つのグループに両方のオプションを指定できます。確認する方法は LDAP サーバの設定によって異
なり、その設定を利用してスポンサーが正しく認証されます。

RADIUS グループへのマッピング
RADIUS 認証を使用してスポンサーを Cisco NAC ゲスト サーバ に対して認証する場合、Cisco NAC
ゲスト サーバは、認証要求で Cisco NAC ゲスト サーバに返される情報を使用してスポンサーをユーザ
グループにマッピングできます。
情報は RADIUS サーバのクラス属性に格納されている必要があります。
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、[Authentication] > [Sponsor User Groups] を選択します
（図 5-1）。
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ステップ 2

編集するグループを選択して強調表示し、[Edit Sponsor Group] ボタンをクリックします（図 5-4）。

ステップ 3

ページの上部にあるメニューの [RADIUS Mapping] タブをクリックして、[Edit RADIUS Mapping] を
表示します（図 5-10）。
図 5-10

RADIUS グループ マッピング

ステップ 4

RADIUS 認証の応答で返されるクラス属性と照合する文字列を入力します。ドロップダウンを使用し
て、文字列と完全に一致（[equals the string]）または部分的に一致（[contains the string]）のいずれか
を指定します。

ステップ 5

[Save] ボタンをクリックします。

ゲスト ロールの割り当て
ゲスト ロールにより、スポンサーにゲスト アカウントへの異なるアクセス レベルの割り当てを許可し
ます。ゲストへの特定のロールの割り当てを許可するスポンサー ユーザ グループを選択できます。
デフォルトでは、スポンサー ユーザ グループはゲストにデフォルト ロールを割り当てることができま
す。管理者は、スポンサーに割り当てを許可する追加のグループを選択したり、ユーザ グループから
デフォルト ロールを削除したりできます。
各スポンサー ユーザ グループは、少なくとも 1 つのロールをゲストに割り当てることができる必要が
あります。
ユーザ グループが選択できるロールが 1 つだけの場合、スポンサーにロールを選択するオプションは
表示されません。スポンサーが複数のロールを選択できる場合は、スポンサーに対し、アカウント作成
時にそのアカウントに割り当てるロールを尋ねるドロップダウン メニューが表示されます。
ロールの詳細については、「ゲスト ロールの設定」（P.6-5）を参照してください。
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] > [Sponsor User Groups] を選択します
（図 5-1）。

ステップ 2

編集するグループを選択して強調表示し、[Edit Sponsor Group] ボタンをクリックします（図 5-4）。

ステップ 3

ページの上部にあるメニューの [Guest Roles] タブをクリックして、[Edit Roles] を表示します
（図 5-11）。
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図 5-11

ロールの編集

ステップ 4

[Selected Roles] リストに、スポンサー ユーザ グループが割り当てを許可されているロールが表示され
ます。矢印ボタンを使用して、ロールを [Available Roles] リストと [Selected Roles] リストの間で移動
させます。

ステップ 5

[Save] ボタンをクリックして、スポンサー ユーザ グループに、指定したロールでゲストを作成する権
限を割り当てます。

時間プロファイルの割り当て
時間プロファイルにより、スポンサーにゲスト アカウントへの異なるアクセス時間レベルの割り当て
を許可します。ゲストへの特定の時間プロファイルの割り当てを許可するスポンサー ユーザ グループ
を選択できます。
デフォルトでは、ユーザ グループはゲストにデフォルト時間プロファイルを割り当てることができま
す。管理者は、スポンサーに割り当てを許可する追加の時間プロファイルを選択したり、ユーザ グ
ループからデフォルト時間プロファイルを削除したりできます。
各ユーザ グループは、ゲストに少なくとも 1 つの時間プロファイルを割り当てることができる必要が
あります。
ユーザ グループが選択できる時間プロファイルが 1 つだけの場合、スポンサーに時間プロファイルを
選択するオプションは表示されません。スポンサーが複数の時間プロファイルを選択できる場合は、ア
カウント作成時にそのアカウントに割り当てる時間プロファイルを尋ねるドロップダウン メニューが
表示されます。
時間プロファイルの詳細については、「時間プロファイルの設定」（P.6-11）を参照してください。
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] > [Sponsor User Groups] を選択します
（図 5-1）。

ステップ 2

編集するグループを選択して強調表示し、[Edit Sponsor Group] ボタンをクリックします（図 5-4）。

ステップ 3

ページの上部にあるメニューの [Time Profiles] タブをクリックして、[Edit Time Profiles] を表示しま
す（図 5-12）。
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図 5-12

時間プロファイル

ステップ 4

[Selected Time Profiles] リストに、スポンサー ユーザ グループが割り当てを許可されている時間プロ
ファイルが表示されます。矢印ボタンを使用して、ロールを [Available Time Profiles] リストと
[Selected Time Profiles] リスト間で移動させます。

ステップ 5

[Save] ボタンをクリックして、スポンサー ユーザ グループに、時間プロファイルでゲストを作成する
権限を割り当てます。
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ゲスト 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、パスワードの複雑さなど、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適合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。
ゲスト詳細ポリシーを使用して、Cisco NAC ゲスト サーバ上で特定のゲスト ユーザ情報を定義するこ
ともできます。

Cisco NAC ゲスト サーバによって、ゲストに対してさまざまなロールを設定できます。ゲスト ロール
を使用すると、さまざまなゲスト アカウントに対してさまざまなレベルのアクセスを提供できます
（たとえば、さまざまなゲスト ロールを Clean Access Manager ロールにマッピングしたり、さまざま
な RADIUS 属性を割り当てたり、特定の IP アドレスの範囲からのゲストだけにアクセスを許可するな
ど）。
この章では、次の内容について説明します。

• ユーザ名ポリシーの設定
• パスワード ポリシーの設定
• ゲスト詳細ポリシーの設定
• ゲスト ロールの設定
• 時間プロファイルの設定

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）。
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図 6-1

ステップ 2

ゲスト ユーザ名ポリシー

ゲスト アカウントのユーザ名の作成に関して、次の 3 つのユーザ名ポリシーのオプションのいずれか
を選択します。

a. ユーザ名ポリシー 1 ： Email address as username
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 アドレスを持つ重複
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 アドレスを持つアカウントを意味し、
有効な期間が重複しています。

[Create Username With Case] オプションを使用して、スポンサーによって作成されたゲスト ユー
ザ名の大文字小文字の表記を決定できます。
– Case entered by sponsor：ユーザ名の大文字小文字の設定をスポンサーによる設定のままにし
ます。

– UPPERCASE：ユーザ名が、スポンサーによって設定された後に、強制的に大文字にされま
す。

– lowercase：ユーザ名が、スポンサーによって設定された後に、強制的に小文字にされます。
b. ユーザ名ポリシー 2 ： Create username based on first and last names
ゲストの名前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 1 ～ 20 文字に設定できます（デフォルトは 10）。最小文字数未満のユーザ名
は、ランダムな数字を加えて最小文字数以上にします。
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[Create Username With Case] オプションを使用して、スポンサーによって作成されたゲスト ユー
ザ名の大文字小文字の表記を決定できます。
– Case entered by sponsor：ユーザ名の大文字小文字の設定をスポンサーによる設定のままにし
ます。

– UPPERCASE：ユーザ名が、スポンサーによって設定された後に、強制的に大文字にされま
す。

– lowercase：ユーザ名が、スポンサーによって設定された後に、強制的に小文字にされます。
c. ユーザ名ポリシー 3 - Create random username
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。各文字
のセットから名前に含める文字を入力して、使用するランダムな文字と数字を生成します。

（注）
ステップ 3

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。

終了したら、[Save] をクリックしてユーザ名ポリシーを適用します。

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数字と文字数を入力します。
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注意

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

（注）

[Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。

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。

ゲスト詳細ポリシーの設定
ゲスト詳細ポリシーでは、スポンサーがゲスト アカウントを作成するために入力する必要があるデー
タを決定します。
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] > [Guest Details] を選択します
（図 6-3）。
図 6-3

ステップ 2

ゲスト詳細ポリシー

各要件に対して 3 つの設定のいずれかを指定できます。

• Required：フィールドが [Required] に設定されている場合、そのフィールドは [Create Guest
Account] ページに表示され、スポンサーによる入力が必須になります。
• Optional：フィールドが [Optional] に設定されている場合、そのフィールドは [Create Guest
Account] ページに表示されますが、スポンサーはフィールドに入力しないように選択できます。
• Unused ：フィールドが [Unused] に設定されている場合、そのフィールドは [Create Guest
Account] ページに表示されず、どのような値も要求されません。
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ステップ 3

（注）

[Save] ボタンをクリックして、ゲスト詳細ポリシーを保存します。
ゲスト アカウントを作成するときにスポンサーに入力を求める任意の追加情報を追加するために使用
できる 5 つの [Additional Fields] があります。これらは [Guest Details] ページに [Option 1] から
[Option 5] として記述されます。これらのフィールドを使用する場合は、「ユーザ インターフェイス テ
ンプレート」（P.11-1）での説明に従って、テンプレートの編集によってスポンサーに対して表示される
テキストをカスタマイズすることを推奨します。

ゲスト ロールの設定
ゲスト ロールを使用すると、さまざまなゲスト アカウントに対してさまざまなレベルのアクセスを提
供できるようになります（たとえば、さまざまなゲスト ロールを Clean Access Manager ロールにマッ
ピングしたり、さまざまな RADIUS 属性を割り当てたり、特定の IP アドレスの範囲からのゲストだけ
にアクセスを許可するなど）。
ゲスト ロールが作成されると、そのグループ内のスポンサーが適切なロールにおけるアカウントをプ
ロビジョニングできるように許可するようにユーザ グループを変更する必要があります。スポンサー
によるさまざまなゲスト ロールの割り当て方法については、「ゲスト ロールの割り当て」（P.5-13）を
参照してください。

ゲスト ロールの追加
次の手順を使用して新しいゲスト ロールを追加できます。
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、[Guest Policy] > [Guest Roles] を選択します（図 6-4）。
図 6-4

ゲスト ロール

ステップ 2

[Add Role] ボタンをクリックして新しいゲスト ロールを追加します。

ステップ 3

[Add Guest Role] ページ（図 6-5）から、新しいゲスト ロールの名前を入力します。
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図 6-5

ステップ 4
ステップ 5

新しいゲスト ロールの追加

表示されるフィールドにロール名と説明を入力します。

[Add Role] ボタンをクリックして、ゲスト ロールを追加します。ここで、「ゲスト ロールの編集」
（P.6-6）の説明に従って、新しいゲスト ロールの設定を編集できます。

ゲスト ロールの編集
次の手順で、ゲスト ロールの編集方法を説明します。
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、[Guest Policy] > [Guest Roles] を選択します。
図 6-6

ステップ 2

ゲスト ロールの編集

編集するロールを選択し、そのロールの下線付きの名前（図 6-6）をクリックして、NAC Roles の編集
画面を表示します。次の属性を編集できます。

• NAC ロールの編集
• RADIUS 属性の編集
• ロケーションの編集
• 認証の設定の編集

NAC ロールの編集
各ロールに対して、どの Clean Access Manager に対してゲスト アカウントがプロビジョニングされる
か、およびその Clean Access Manager のどのロール名が使用されるかを指定できます。
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デフォルトでは、どの Clean Access Manager も選択されておらず、表示されるロールは関連する
Cisco NAC Appliance 設定からコピーされます。詳細については、第 7 章「Cisco NAC アプライアン
スとの統合」を参照してください。
ステップ 1

管理インターフェイスから、[Guest Policy] >[ Guest Roles] を選択し、編集するロールの下線付きの名
前をクリックします。

ステップ 2

ページの上部から [NAC Roles] を選択します。
図 6-7

NAC ロール

ステップ 3

Cisco NAC アプライアンスごとに、このゲスト ロールが Clean Access Manager に対してプロビジョニ
ングされた状態でアカウントを作成する場合は、[Enabled] ボックスをオンにします。

ステップ 4

Cisco NAC アプライアンスごとに、ゲスト アカウントを作成する Cisco NAC アプライアンスのロール
に対応する [Map to NAC Role] フィールドにロールを入力します。

ステップ 5

[Save Role] ボタンをクリックします。

RADIUS 属性の編集
ゲストが Cisco Wireless LAN Controller などの RADIUS クライアント デバイスを使用して認証を行う
場合は、正常な認証に対して送信される追加の RADIUS 属性を各ロールに対して指定できます。
ステップ 1

管理インターフェイスから、[Guest Policy] > [Guest Roles] を選択し、編集するロールの下線付きの名
前をクリックします。

ステップ 2

ページの上部から [RADIUS Attributes] を選択します（図 6-8）。
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図 6-8

RADIUS 属性

ステップ 3

各 [Attribute] と [Value] の組み合わせを入力し、[Add] ボタンをクリックします。

ステップ 4

送信される属性を並べ替える必要がある場合は、[Move up] ボタンと [Move down] ボタンを使用しま
す。

ステップ 5

RADIUS 属性を保存する場合は、[Save Role] ボタンをクリックします。

ロケーションの編集
Cisco Wireless LAN Controller などの RADIUS クライアント デバイスを使用してゲストが認証する場
合、どの IP アドレスの範囲からゲストが各ロールに対する認証を行うことを許可されるかを指定でき
ます。これによって、特定のロールに割り当てられているゲストが指定するロケーションからだけログ
インできるように、ロケーションに基づいてロールを指定できます。
ステップ 1

管理インターフェイスから、[Guest Policy] > [Guest Roles] を選択し、編集するロールの下線付きの名
前をクリックします。

ステップ 2

ページの上部から [Locations] を選択します（図 6-9）。
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図 6-9

ロケーション

ステップ 3

各 [Network Address] を入力し、ドロップダウン メニューから適切なプレフィクスの長さを選択しま
す。有効なネットワーク アドレスだけが受け入れられます。ホスト アドレスは /32 プレフィクスの長
さを使用して指定する必要があります。

ステップ 4

[Add Location] ボタンをクリックしてネットワーク アドレスを追加します。

（注）

ロールを追加すると、ロケーション 0.0.0.0/0 が自動的に追加されます。これは、ロールがどの IP アド
レスからも有効であることを意味します。他の IP アドレスの範囲を制限する場合は、このアドレスを
削除する必要があります。

（注）

ロケーションは、Cisco Wireless LAN Controller などの RADIUS クライアントを通して認証するユー
ザだけに適用されます。

認証の設定の編集
ステップ 1

管理インターフェイスから、[Guest Policy] > [Guest Roles] を選択し、編集するロールの下線付きの名
前をクリックします。

ステップ 2

ページの上部から [Authentication Settings] を選択します（図 6-10）。
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図 6-10

認証の設定

ステップ 3

このロールのゲストが、表示されたフィールドで作成できる [Maximum Concurrent Connections] の数
と [Maximum Failed Authentications] の数を入力します。数を制限しない場合は、フィールドを空のま
まにしておきます。

ステップ 4

ゲストがパスワードを変更できるようにする場合は、[Allow Password Change] チェックボックスをオ
ンにします。

ステップ 5

ゲストに強制的にパスワードを変更させる場合は、[Require Password Change] チェックボックスをオ
ンにします。

ステップ 6

[Save] ボタンをクリックして変更を保存します。
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時間プロファイルの設定
時間プロファイルでは、さまざまなレベルの時間がさまざまなゲスト アカウントにアクセスできるよ
うにします。たとえば、週末ではなく特定の営業日の間にゲストのアクセスを許可する時間プロファイ
ルを割り当てることができます。
時間プロファイルを作成したら、スポンサー ユーザ グループに含まれるスポンサーが作成された適切
な時間プロファイルにアカウントをプロビジョニングできるようにそのグループを変更する必要があり
ます。スポンサーがさまざまな時間プロファイルを割り当てることができるようにする方法の詳細につ
いては、「時間プロファイルの割り当て」（P.5-14）を参照してください。

（注）

Cisco NAC ゲスト サーバ Version 2.0 は、Cisco NAC アプライアンスと共に使用される場合に開始 / 終
了プロファイルだけをサポートします。

時間プロファイルの追加
次の手順で、ゲスト ロールに新しい時間プロファイラを追加できます。
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、[Guest Policy] > [Time Profiles] を選択します
（図 6-11）。
図 6-11

時間プロファイル

ステップ 2

[Add Time Profile] ボタンをクリックして新しい時間プロファイルを追加します。

ステップ 3

[Add Time Profile] ページ（図 6-12）から、新しい時間プロファイルの [Name] と [Description] を入力
します。
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図 6-12

ステップ 4

[Add Time Profile] ページ

[Account Type] ドロップダウン メニューから 3 つの定義済みのオプションのいずれかを選択できます。
• Start End：スポンサーがアカウント有効期間の開始時間と終了時間を定義できるようにします。
• From First Login：スポンサーが最初のログインからのゲストのアクセス時間の長さを定義できる
ようにします。

• Time Used：スポンサーがゲストのログインできる期間を作成できるようにします。たとえば、ア
カウントを 2 時間にわたって有効にして、最初のログインから 24 時間以内の任意の時間にわたって
使用できるようにすることができます。
ステップ 5

選択したアカウントの種類に応じて、次のフィールドに有効期間を入力します。

• Start End：スポンサーがアカウント有効期間の開始時間と終了時間を定義できるようにします。
これにより、有効期間が不要になります。

• From First Login：スポンサーが最初のログインからのゲストのアクセス時間の長さを定義できる
ようにします。日単位の有効期間が必要です。

• Time Used：スポンサーがゲストのログインできる有効期間を作成できるようにします。たとえ
ば、アカウントを 2 時間にわたって有効にして、最初のログインから 24 時間以内の任意の時間にわ
たって使用できるようにすることができます。スポンサーがゲスト アカウントを割り当てることが
できる長さ、およびゲスト アカウントを終了する必要がある時間の枠を指定する必要があります。

• [Save] ボタンをクリックして保存します。
ステップ 6

時間プロファイルを作成すると、[Restrictions] セクションに Account Restrictions を実装できます。ド
ロップダウン メニューを使用して、ゲスト アクセスの制限を開始および終了する日付と時刻を選択し
ます。時間の条件の設定を完了したら、[Add] をクリックして、次の制限を作成します。

時間プロファイルの編集
次の手順で、時間プロファイルを編集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、[Guest Policy] > [Time Profiles] を選択します。
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図 6-13

時間プロファイルの編集

ステップ 2

編集する時間プロファイルを選択し、そのロールの下線の付いた名前をクリックします（図 6-13）。

ステップ 3

[Edit Time Profile] ページ（図 6-14）からそのプロファイルの [Name] と [Description] を編集できま
す。
図 6-14

ステップ 4

時間プロファイルの編集

[Account Type] ドロップダウン メニューから 3 つの定義済みのオプションのいずれかを選択できます。
• Start End：スポンサーがアカウント有効期間の開始時間と終了時間を定義できるようにします。
• From First Login：スポンサーが最初のログインからのゲストのアクセス時間の長さを定義できる
ようにします。

• Time Used：スポンサーがゲストのログインできる期間を作成できるようにします。たとえば、ア
カウントを 2 時間にわたって有効にして、最初のログインから 24 時間以内の任意の時間にわたって
使用できるようにすることができます。
ステップ 5

選択したアカウントの種類に応じて、次のフィールドに有効期間を入力します。

• Start End：スポンサーがアカウント有効期間の開始時間と終了時間を定義できるようにします。
これにより、有効期間が不要になります。

• From First Login：スポンサーが最初のログインからのゲストのアクセス時間の長さを定義できる
ようにします。日単位の有効期間が必要です。
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• Time Used：スポンサーがゲストのログインできる期間を作成できるようにします。たとえば、ア
カウントを 2 時間にわたって有効にして、最初のログインから 24 時間以内の任意の時間にわたって
使用できるようにすることができます。スポンサーがゲスト アカウントを割り当てることができる
長さ、およびゲスト アカウントを終了する必要がある時間の枠を指定する必要があります。

• [Save] ボタンをクリックして保存します。
ステップ 6

時間プロファイルを作成すると、[Restrictions] セクションに Account Restrictions を実装できます。ド
ロップダウン メニューを使用して、ゲスト アクセスの制限を開始および終了する日付と時刻を選択し
ます。時間の条件の設定を完了したら、[Add] をクリックして、次の制限を作成します。

時間プロファイルの削除
次の手順で、時間プロファイルを削除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、[Guest Policy] > [Time Profiles] を選択します。
図 6-15

ステップ 2

時間プロファイルの削除

[Time Profiles] ページ（図 6-15）から削除するプロファイルを選択し、ゴミ箱アイコンをクリックし
ます。

ステップ 3

クリックして削除を確認します。
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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。

• CAM エントリの追加
• CAM エントリの編集
• CAM エントリの削除
• レポートのための CAM の設定
通常のゲスト ユーザは、Web 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 Clean Access Manager と統合され
ます。これは、ゲスト サーバが Cisco NAC アプライアンス マネージャ（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」の項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ロール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）。

CAM は、RADIUS アカウンティング経由で Cisco NAC ゲスト サーバにアカウンティング情報を送信
することもできます。この情報は、アクセス時間および IP アドレス別のゲストのレポートおよびト
ラッキングに使用されます。

Cisco NAC ゲスト サーバには、複数の CAM を追加できます。アカウントをプロビジョニングすると、
定義されているすべてのアクティブな CAM にアカウントが作成されます。
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CAM エントリの追加
次の手順では、Cisco NAC ゲスト サーバと Cisco NAC アプライアンス マネージャが相互に通信でき
るように設定する方法について説明します。Cisco NAC ゲスト サーバがアカウントを作成する CAM
ごとに、ゲスト サーバに API 情報を追加する必要があります。
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 Appliances] を選択しま
す（図 7-1）。
図 7-1

Cisco NAC アプライアンス

ステップ 2

[Add NAC Appliance] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[NAC Appliance Details] ページ（図 7-2）で、次の設定を入力します。
図 7-2

CAM の追加
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• Name：CAM を説明する名前を入力します。
• Server：CAM の DNS 名または IP アドレスを入力します。
• Admin Username：CAM に対する API 権限をもつ admin ユーザ名を入力します。
• Password：アカウントのパスワードを入力します。
• Confirm 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。
• Default Role：ゲスト ユーザに割り当てる CAM での User ロールの名称を入力します。これは、
CAM に設定された User ロール名と大文字、小文字を含めて正確に一致している必要があります。
• Server Active：Cisco NAC ゲスト サーバが CAM にアカウントをプロビジョニングするようにゲ
スト サーバをアクティブ ステータスに設定するには、このチェックボックスをクリックします。
このフィールドをオフのままにすると、ゲスト サーバのプロビジョニングがディセーブルになり
ます。
ステップ 4
ステップ 5
ステップ 6

[Add NAC Appliance] ボタンをクリックします。
（任意）[Test Connection] ボタンをクリックし、これらの設定が正しく機能していることを確認しま
す。

CAM 管理コンソールで [Monitoring] > [Event Logs] に移動し、アカウント nacguest_test が正常に作
成され、削除されたことを確認します。

（注）

CAM は、自動的に Default ゲスト ロールに追加され、ここで指定したロール名を使用してプロビジョ
ニングするように設定されます。このロールに CAM を追加しない場合は、エントリを手動で削除する
必要があります。

CAM エントリの編集
次の手順では、CAM の既存のエントリを編集する方法について説明します。
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 Appliances] を選択しま
す（図 7-3）。
図 7-3

Cisco NAC アプライアンスのリスト

ステップ 2

リストの下線付き NAC アプライアンス名をクリックして編集します。

ステップ 3

[NAC Appliance Settings] ページ（図 7-4）で、次の設定を入力します。
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図 7-4

CAM の編集

• Server：CAM の DNS 名または IP アドレスを入力します。
• Admin Username：CAM に対する API 権限をもつ admin ユーザ名を入力します。
• Password：アカウントのパスワードを入力します。
• Confirm 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。
• Default Role：ゲスト ユーザに割り当てる CAM での User ロールの名称を入力します。これは、
CAM に設定された User ロール名と大文字、小文字を含めて正確に一致している必要があります。
• Server Active：Cisco NAC ゲスト サーバが CAM にアカウントをプロビジョニングするようにゲ
スト サーバをアクティブ ステータスに設定するには、このチェックボックスをクリックします。
このフィールドをオフのままにすると、ゲスト サーバのプロビジョニングがディセーブルになり
ます。
ステップ 4
ステップ 5
ステップ 6

[Save Settings] ボタンをクリックします。
（任意）[Test Connection] ボタンをクリックし、これらの設定が正しく機能していることを確認しま
す。

CAM 管理コンソールで [Monitoring] > [Event Logs] に移動し、アカウント nacguest_test が正常に作
成され、削除されたことを確認します。

CAM エントリの削除
次の手順では、NAC アプライアンス（CAM）のエントリを削除する方法について説明します。
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 Appliances] を選択しま
す（図 7-5）。
図 7-5

Cisco NAC アプライアンスのリスト
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ステップ 2

リストから削除する Cisco NAC アプライアンスを選択し、アクティブなフィールドの右側にあるゴミ
箱アイコンをクリックします。警告メッセージが表示されます。アプライアンスを削除するには、この
警告メッセージに同意する必要があります。

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 アカウンティング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）
ステップ 2

[User Management] > [Auth Servers] > [Accounting] > [Server Config] に移動します。
図 7-6

ステップ 3

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。

RADIUS アカウンティング サーバの設定

[Enable RADIUS Accounting] のチェックボックスをクリックし、次のフィールドを設定します。
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• Server Name：Cisco NAC ゲスト サーバの IP アドレスを入力します。
• Server Port：1813 をポートとして入力します。
• 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。
• 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。これは、「RADIUS
クライアントの追加」（P.8-2）で説明されているように、CAM を RADIUS クライアントとしてゲ
スト サーバに追加するときにゲスト サーバで設定した共有秘密に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 は、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、属性自体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）

ステップ 1

詳細については、該当する『Cisco NAC Appliance - Clean Access Manager Installation and
Configuration Guide』の「RADIUS Accounting」の項を参照してください。

CAM 管理コンソールにログインし、[User Management] > [Auth Servers] > [Accounting] > [Shared
Events] に移動します（図 7-7）。
図 7-7

共有イベント

ステップ 2

[Shared Events] ページで、User_Name 属性エントリの右側にある [Edit] ボタンをクリックします。

ステップ 3

[Edit User_Name Attribute] ページ（図 7-8）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。
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図 7-8

ユーザ名属性の編集

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 Changes] 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 7-9）。[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 7-9

ステップ 8

ユーザ名が変更された共有イベント

ページの右側にある [New Entry...] リンクをクリックし、属性を追加します（図 7-9）。
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図 7-10

Calling Station Id 属性の追加

ステップ 9

New Shared Events 属性フォーム（図 7-10）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」の手順に従って、CAM を RADIUS クライアントとして追加
します。
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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
• RADIUS クライアントの追加
• RADIUS クライアントの編集
• RADIUS クライアントの削除

概要
Remote Authentication Dial In User Service（RADIUS）は、AAA（認証、許可、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 コントローラ などの RADIUS 対応ネットワーク 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 コントローラ 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。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 アカ
ウントの期限が切れたときにゲストを削除する必要があります。

（注）

Cisco Wireless LAN コントローラは特に AAA オーバーライドを可能にするように特別な設定をする必
要があります。これにより、Cisco NAC ゲスト サーバ から返されたセッション 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、セッションの開始時刻や終了時刻、ユーザの IP ア
ドレスなどの詳細を Cisco NAC ゲスト サーバに報告します。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。
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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 または 1645（RADIUS 認証）および UDP ポート 1813 または 1646（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、[Restart] ボタンを押し
て RADIUS サービスを再起動し、変更をアクティブにする必要があります。

（注）

[Devices] > [RADIUS Clients] の下にある [Debug] ボタンをクリックすると、RADIUS サーバがデ
バッグ モードで有効になります。これにより、詳細なデバッグ情報が [Server] > [System Logs] >
[Support Log] の下に表示されます。詳細については、「Support Logs」（P.15-8）を参照してください。

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。

ステップ 2

[RADIUS Clients] ページ（図 8-1）で、[Add RADIUS Client] ボタンをクリックし、RADIUS クライ
アントを追加します。
図 8-1

ステップ 3

RADIUS Clients

[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。
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図 8-2

Add RADIUS Client

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。

ステップ 6

[Confirm] 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その他の必要な情報を入力します。

ステップ 8

認証が成功したときに RADIUS クライアントで追加の属性が送信されるようにする場合は、
[Attribute] フィールドと [Value] フィールドに属性名と値を入力し、[Add] ボタンをクリックします。
必要な数の属性を入力できます。

• 属性を削除する場合は、テーブルから属性を選択し、[Remove] ボタンをクリックします。
• [Move up] および [Move down] ボタンを使用して、RADIUS Accept メッセージで送信されるとき
の RADIUS 属性の順序を変更します。
ステップ 9

完了したら、[Add RADIUS Client] ボタンをクリックします。

ステップ 10

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 11

[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。

ステップ 2

[RADIUS Clients] ページ（図 8-3）で、リストから編集する RADIUS クライアントを選択し、そのク
ライアントの下線の付いた名前をクリックします。
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図 8-3

ステップ 3

RADIUS Clients のリスト

[Edit RADIUS Client] ページ（図 8-4）で、RADIUS クライアントの [ IP Address] を編集します。
図 8-4

Edit RADIUS Client

ステップ 4

[Secret] フィールドと [Confirm] 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。

ステップ 6

認証が成功したときに RADIUS クライアントで追加の属性が送信されるようにする場合は、
[Attribute] フィールドと [Value] フィールドに属性名と値を入力し、[Add] ボタンをクリックします。
必要な数の属性を入力できます。属性を削除する場合は、テーブルから属性を選択し、[Remove] ボタ
ンをクリックします。
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ステップ 7

[Save Settings] をクリックします。

ステップ 8

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 9

[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

ステップ 2

RADIUS Clients のリスト

[RADIUS Clients] ページ（図 8-5）で、リスト内の RADIUS クライアントの下線の付いた名前をク
リックして編集します。

ステップ 3

エントリの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックしてエントリを削除し、アクションを確認します。

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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ゲスト アクティビティ履歴（ロギング）
ゲスト アクティビティ履歴（ロギング）を使用すると、Cisco NAC ゲスト サーバでネットワーク デバ
イス（ファイアウォール、プロキシ サーバ、ルータなど）から syslog 情報を受信できます。syslog 情
報には、ゲストが行ったすべての接続に関する詳細情報に加えて、ネットワーク デバイスによっては、
アクセスした URL などのレイヤ 7 情報も含まれます。
ゲスト アクティビティ履歴（ロギング）では、各ゲストがネットワーク認証を行ったときの IP アドレ
スが必要です。Cisco NAC ゲスト サーバは RADIUS アカウンティングから IP アドレスの情報を受信
するため、ユーザが認証に使用するネットワーク デバイスがこの情報を送信するように設定する必要
があります。このネットワーク デバイスは、通常、Wireless LAN Controller または Cisco NAC アプラ
イアンスです。これらのデバイスを RADIUS クライアントとして追加する方法の詳細については、第
8 章「RADIUS クライアントの設定」を参照してください。

（注）

ゲスト アクティビティ履歴（ロギング）では、syslog 情報を RADIUS アカウンティングから受信した
IP アドレスに関連付ける必要があります。これは、認証後にゲストの IP アドレスが変更されても追加
の RADIUS アカウンティング メッセージが送信されないような構成方法を使用している場合、ゲスト
アクティビティ履歴（ロギング）が機能しなくなることを意味しています。

Cisco NAC ゲスト サーバは、各ゲストの IP アドレスを受信したあとに、ネットワーク デバイスから
syslog 情報を受信する必要があります。ゲスト サーバの UDP ポート 514 に syslog を送信するように、
各ネットワーク デバイスを設定してください。ゲスト サーバでは、syslog 情報を受信すると、その
syslog 情報を各ゲストに対して関連付ける処理が行われます。この関連付けにより、「ゲスト ユーザに
関するレポート」（P.17-18）に示すように、各ゲストのゲスト アクティビティ ログ詳細ページでゲス
トのアクティビティを参照できるようになります。
ゲスト アクティビティは、アプライアンスのディスクに格納されている個別のファイルに関連付けら
れます。アプライアンスでは、残りのディスク スペースが 70% 未満になるまでログ ファイルを格納で
きます。残りのディスク スペースが 70% 未満になると、最も古いログ ファイルが削除されるか、
「Syslog モニタリングの設定」
（P.9-1）に示すように、外部の FTP サーバにログ ファイルがアーカイブ
されます。

Syslog モニタリングの設定
ログを FTP サーバにアーカイブすると、ログを長期間保存でき、ログのバックアップにもなります。
スポンサー インターフェイスを使用してログを参照すると、NAC ゲスト サーバでアーカイブ サーバ
上のログが自動的に検索され、レポート形式でログが表示されます。
ステップ 1

管理インターフェイスを使用して、左側のメニューから [Devices] > [Syslog Monitoring] を選択します
（図 9-1）。
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図 9-1

ゲスト アクティビティ履歴（ロギング）

Syslog Monitoring

ステップ 2

ゲスト ログをアーカイブするように NAC ゲスト サーバを設定する場合は、[Archive to FTP Server]
チェックボックスをクリックします。

ステップ 3

[Server] フィールドに、FTP サーバの名前または IP アドレスを入力します。

ステップ 4

[Port] に、FTP サーバのポートを入力します。

ステップ 5

[Directory] で、アーカイブ ファイルを格納する FTP サーバのディレクトリを指定します。

ステップ 6

[Username] と [Password] に、FTP サーバにログイン可能な、指定したディレクトリに対する書き込み
権限があるアカウントのユーザ名とパスワードをそれぞれ入力します。

ステップ 7

デフォルトで使用される FTP モードはアクティブ FTP です。パッシブ モードを使用する場合は、
[Passive Mode] チェックボックスをクリックします。

レプリケーションがイネーブルな場合のゲスト アクティビティ履歴（ロギ
ング）
復元用データベース情報のレプリケーションを実行する NAC ゲスト サーバが 2 つある場合、各レプリ
ケーション ボックス間でのゲスト アクティビティ ログのレプリケーションは実行されません。
ただし、スポンサー インターフェイスでレポートを参照する場合には、NAC ゲスト サーバはレプリ
ケーション ボックスに接続して、そこからログを取得します。これにより、すべてのログが統合
ビューに表示されます。
スポンサー インターフェイスを使用すると、syslog をどちらの NAC ゲスト サーバに送信するかを
ネットワーク デバイスごとに設定できますが、すべての結果は単一のインターフェイスによって参照
されます。
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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
• SMS 通知の設定
• 通知の印刷
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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 10-1

ステップ 2

Email Settings

Email Settings ページ（図 10-1）の [Enable Email] オプションをオンにし、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する必要がある 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空にした場合は、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 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（host@company.com
など）を入力します。

ステップ 5

（注）

[Save Settings] ボタンをクリックします。

詳細については、「電子メール テンプレートの編集」（P.11-7）を参照してください。
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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、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 10-2

SMS Settings

ステップ 2

[SMS Settings] ページ（図 10-2）で、[Enable SMS] オプションをクリックして、Cisco NAC ゲスト
サーバで SMS をグローバルに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。[Devices] >
[Email Settings] に移動し、「電子メール通知の設定」（P.10-2）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

（注）

[Save] をクリックします。
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.11-8）を参照してくださ
い。
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通知の印刷
通知の印刷は、「印刷テンプレートの編集」（P.11-5）の説明に従って設定されます。
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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
• ユーザ インターフェイス テンプレートの追加
• ユーザ インターフェイス テンプレートの編集
• テンプレートの削除
• デフォルトのインターフェイス マッピングの設定
• ユーザのデフォルトのリダイレクトの設定

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。以下を実
行できます。
• スポンサー インターフェイスのラベルの変更
• ゲスト ユーザへのさまざまな指示の提供
• デフォルトのアクセプタブル ユース ポリシーの変更
• 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ための翻訳されたテンプレー
トの作成

Cisco NAC ゲスト サーバでは、変更なしで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。
一般的に、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。
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。
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、デフォルトのテンプレート マッピングを設定する必要があります。認証された
スポンサーは、スポンサー インターフェイスの [My Settings] > [Preferences] > [Language Template]
で、各自使用するテンプレートを選択して保存することができます。これにより、スポンサーごとに異
なるテンプレートまたは言語でアプリケーションを表示することができます。
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（注）

ヒント

デフォルトのユーザ インターフェイス テンプレートは、[User Interfaces] > [User Defaults] で、Cisco
NAC ゲスト サーバのスポンサーとゲストのインターフェイスとしてグローバルに設定できます。

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>）。変更を確認するには、スポンサーはログアウトしてログインし
直す必要があります。

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 Interfaces] > [Templates] を選択します。

ステップ 2

[User Interface Templates] ページ（図 11-1）で、[Add Template] ボタンをクリックします。
図 11-1

ステップ 3

User Interface Templates

[Add New Template] ページ（図 11-2）で、テンプレートの名前を入力します。のちに [User Interface
Templates] のリスト（図 11-1）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。
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図 11-2

ステップ 4

[Add Template] ページ

[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.11-3）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。

ユーザ インターフェイス テンプレートの編集
ヒント

ステップ 1

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>）。変更を確認するには、スポンサーはログアウトしてログインし
直す必要があります。

管理インターフェイスの左側のメニューから、[User Interfaces] > [Templates] を選択します。
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図 11-3

ステップ 2

User Interface Templates

[User Interface Templates] のリスト（図 11-3）から、編集したいテンプレートの下線付きの名前をク
リックします。

ステップ 3

テンプレートの [Edit Home Page] （図 11-4）が表示されます。
図 11-4

テンプレートの編集

ステップ 4

ページの上部にあるメニュー タブをクリックし、編集したいスポンサー ページの設定を選択します。

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、次の項で説明していま
す。
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• 「印刷テンプレートの編集」（P.11-5）
• 「電子メール テンプレートの編集」（P.11-7）
• 「SMS テンプレートの編集」（P.11-8）
• 「時間プロファイルの使用」（P.11-10）

（注）

[Upload Logo] 機能でアップロードできるイメージの最大サイズは、高さが 75 ピクセル、幅が 150 ピ
クセルです。形式は .png、.jpg、または .gif です。

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、すべて
カスタマイズできます。

ヒント

ステップ 1

スポンサー インターフェイスで [Account Management] > [Manage 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。

[User Interfaces] > [Templates] の順番に進み、テンプレートの一覧で、編集したいテンプレートの下線
付きの名前をクリックします。

ステップ 2

[Edit Home Page] で、[Notification] タブをクリックして [Edit Notification Page]（図 11-5）を起動し
ます。

ステップ 3

[Select Template for] ドロップダウン メニューで、[Print Template] を選択し、[Show] ボタンをクリッ
クします。
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図 11-5

Edit Notification Page — Print Template

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、次の特殊な変数を使用して、作成されたゲスト アカウントの詳細設定を指定でき
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% = ゲストの名
• %LASTNAME% = ゲストの姓
• %TIMEZONE% = ユーザのタイムゾーン
• %MOBILENUMBER% = ゲストの携帯電話の番号
• %OPTION1% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION2% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION3% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION4% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION5% = 編集用の任意指定のフィールド
ステップ 6

[Save] ボタンをクリックして変更を保存します。
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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、すべてカスタマイズでき
ます。

ヒント

ステップ 1

スポンサー インターフェイスで [Account Management] > [Manage 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。

[User Interfaces] > [Templates] の順番に進み、テンプレートの一覧で、編集したいテンプレートの下線
付きの名前をクリックします。

ステップ 2

[Edit Home Page] で、[Notification] タブをクリックして [Edit Notification Page]（図 11-6）を起動し
ます。

ステップ 3

[Select Template for] ドロップダウン メニューで、[Email Template] を選択し、[Show] ボタンをク
リックします。
図 11-6

ステップ 4
ステップ 5

Edit Notification Page — Email Template

[Email Subject] を必要に応じて変更します。
[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。

ステップ 6

[Email Body] では、次の特殊な変数を使用して、作成されたゲスト アカウントの詳細設定を指定でき
ます。
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• %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% = ゲストの名
• %LASTNAME% = ゲストの姓
• %TIMEZONE% = ユーザのタイムゾーン
• %MOBILENUMBER% = ゲストの携帯電話の番号
• %OPTION1% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION2% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION3% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION4% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION5% = 編集用の任意指定のフィールド
ステップ 7

[Save] ボタンをクリックして変更を保存します。

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、すべてカスタマイズでき
ます。

ヒント

スポンサー インターフェイスで [Account Management] > [Manage 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 Interfaces] > [Templates] の順番に進み、テンプレートの一覧で、編集したいテンプレートの下線
付きの名前をクリックします。

ステップ 2

[Edit Home Page] で、[Notification] タブをクリックして [Edit Notification Page]（図 11-7）を起動し
ます。

ステップ 3

[Select Template for] ドロップダウン メニューで、[SMS Template] を選択し、[Show] ボタンをクリッ
クします。

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

11-8

OL-18371-01-J

第 11 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 テンプレートの編集

図 11-7

Edit Notification Page — SMS Template

ステップ 4

[SMS Subject] を必要に応じて変更します。

ステップ 5

[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の番号に送信するには、変数 %MOBILENUMBER% を使用
します。%MOBILENUMBER% 変数は、携帯電話の番号（スポンサーが入力したゲストの国コードを
含む）に置き換えられます。たとえば、選択した国コードが 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）

ステップ 6

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。

[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、次の特殊
な変数を使用して、作成されたゲスト アカウントの詳細設定を指定できます。

• %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% = ゲストの名
• %LASTNAME% = ゲストの姓
• %TIMEZONE% = ユーザのタイムゾーン
• %MOBILENUMBER% = ゲストの携帯電話の番号
• %OPTION1% = 編集用の任意指定のフィールド
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• %OPTION2% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION3% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION4% = 編集用の任意指定のフィールド
• %OPTION5% = 編集用の任意指定のフィールド
ステップ 7

[Save Template] ボタンをクリックして変更を保存します。

時間プロファイルの使用
スポンサーがゲスト アカウントを有効にしておく期間を指定するもう 1 つの方法に、アカウント有効
期間があります。デフォルトでは、ドロップダウン メニューとポップアップ カレンダーから、スポン
サーが開始日と終了日、およびその時間を選択する必要があります。事前設定のアカウント有効期間を
定義しておくと、スポンサーは、ボタンをクリックしてアカウントを作成した後に期間を簡単に選択で
きるようになります。
ステップ 1

[User Interfaces] > [Templates] の順番に進み、テンプレートの一覧で、編集したいテンプレートの下線
付きの名前をクリックします。

ステップ 2

[Edit Home Page] で、[Accounts] タブをクリックして [Edit Accounts Page]（図 11-7）を起動します。

ステップ 3

[Select Template for] ドロップダウン メニューで、[Time Profiles] を選択し、[Show] ボタンをクリッ
クします（図 11-8）。
図 11-8

ステップ 4

Edit Accounts Page — Time Profiles

事前に作成した時間プロファイルが表示されます。スポンサーに使用させるテンプレートごとにテキス
トを入力します。

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 Interfaces] > [Templates] を選択します。

ステップ 2

[User Interface Templates] のリストから削除したいテンプレートを選択し、テンプレート名のフィール
ドの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
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ステップ 3

テンプレートの削除を確認します。

デフォルトのインターフェイス マッピングの設定
テンプレートを作成したら、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 Interfaces] > [User Defaults] を選択して、[User

Defaults] ページ（図 11-9）を起動します。
図 11-9

ステップ 2

デフォルトのユーザ インターフェイス マッピング

[Default Interface Mapping] の下の [Template] 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

[Save Settings] ボタンをクリックします。

ユーザのデフォルトのリダイレクトの設定
スポンサーは、さまざまなオプションを各自の環境に合わせてカスタマイズすることができます。カス
タマイズしておくと、スポンサー インターフェイスにログインするたびに変更を行う必要はありませ
ん。スポンサーが変更できる項目には、テンプレート（他の言語用）、タイムゾーン、および電話国
コードがあります。
スポンサーはこれらの設定を、ログイン後に [User Settings] ページから変更できます。ただし、アプ
リケーションの初回使用時に簡単に設定できるように、スポンサーが最初にシステムにログインしたと
きに各自の詳細設定ページが表示されるようにすることもできます。
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、[User Interfaces] > [User Defaults] を選択して、[User

Defaults] ページ（図 11-10）を起動します。
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図 11-10

[User Settings] ページへのリダイレクト

ステップ 2

システムへの初回ログイン時にスポンサーを [User Settings] ページにリダイレクトする場合は、
[Settings] の下の [Go to User Settings Page on first login] チェックボックスをクリックします。リダイ
レクトしない場合は、このオプションにチェックが付いていないことを確認します。

ステップ 3

[Save Settings] ボタンをクリックします。
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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）。
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図 12-1

ステップ 2

ホットスポット サイト

[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）。
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

自動的に [Files] タブ（図 12-3）が表示され、作成したサイトへのファイルのアップロードまたはダウ
ンロードを選択できます。
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図 12-3

ステップ 5

サイトへのファイルのアップロード / ダウンロード

[Files] タブには、Cisco NAC ゲスト サーバ上のサイトの root の場所が示されます。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）

ステップ 6

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

ステップ 7

サイトの設定

[Operation mode] ドロップダウン メニューから、次の 3 つの操作のいずれかを選択できます。
• Payment Provider：[Payment Provider] 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。また、ドロップダウンから定義済みの支払いプロバイダーを選択する必要もあります（詳細に
ついては、「支払いプロバイダーの設定」（P.12-6）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：[Self Service] オプションを選択すると、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：[Authentication] を選択すると、ゲストに対して 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、次のオプションを有効にするかどうかを選択できます。
• 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。
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• 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。
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] 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）をクリックします。
図 12-5

ステップ 12

Access Plans

[Add Access Plan] ボタンをクリックして、必要な場合はサイトにアクセス プランを追加します
（図 12-6）。
図 12-6

ステップ 13

アクセス プランの追加

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.6-11）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。

• Price：アクセス プランの価格を入力します。
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。
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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）。
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、下線の付いたユーザ名をクリックします。

ステップ 3

[Files] タブには、NAC ゲスト サーバ上のサイトの root の場所が示されます。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 3 つの操作のいずれかを選択できます。
• Payment Provider：[Payment Provider] 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。また、ドロップダウンから定義済みの支払いプロバイダーを選択する必要もあります（詳細に
ついては、「支払いプロバイダーの設定」（P.12-6）を参照してください）。

• Self Service：[Self Service] オプションを選択すると、ゲスト セルフ サービスが許可されます。
• Authentication：[Authentication] を選択すると、ゲストに対して 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 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] 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。
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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.6-11）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。

• Price：アクセス プランの価格を入力します。
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）。
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

プロンプトで削除を確認します。

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追加
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）。
図 12-9

ステップ 2

[Add Account] ボタンをクリックし、表示されたフィールドに関連情報を入力します（図 12-10）。
図 12-10

ステップ 3

支払いプロバイダーの追加

新しい支払いプロバイダーの追加

次のフィールドに必要事項を入力します。

• 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。
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• 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）。
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下線付きのリンクをクリックします。

ステップ 3

次のフィールドに必要事項を入力します。

• 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。

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

12-8

OL-18371-01-J

第 12 章

ホットスポットの設定
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、選択したどの方法でもルック アンド フィールをカスタマイズできます。

HTML ページを Web サイトに必要な機能に統合するには、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、プログラミングを行う必要なく簡単に統合できます。

Wireless LAN Controller のログイン コンポーネントの追加
Web ページにログイン コンポーネントを追加するには、2 つの異なる項目を含める必要があります。
ステップ 1

HTML の <BODY> タグのあとに、次のコードを追加して、コンポーネントが使用するテキストを変
更します。
<script type="text/javascript">
//properties object
var ngsOptions = {};
/**
* array with status messages
*/
ngsOptions.messages = new Array();
ngsOptions.messages[1] = "You are already logged in. No further action is required on your
part.";
ngsOptions.messages[2] = "You are not configured to authenticate against web portal. No
further action is required on your part.";
ngsOptions.messages[3] = "The username specified cannot be used at this time. Perhaps the
username is already logged into the system?";
ngsOptions.messages[4] = "The User has been excluded. Please contact your administrator.";
ngsOptions.messages[5] = "Invalid username and password. Please try again.";
/**
* array with labels for the form elements
*/
ngsOptions.formElements = new Array();
ngsOptions.formElements['username'] = 'Username:';
ngsOptions.formElements['password'] = 'Password:';
ngsOptions.formElements['submit'] = 'Submit:';
/**
* this is required if you want to have a acceptable user policy page
* the value should be the name of the file for that page
*/
ngsOptions.aup = 'aup.html';
</script>

これは、コンポーネントに表示される内容になるため、変更する各要素のテキストを変更する必要があ
ります。
また、Acceptable Use Policy（AUP）を追加する場合は、ngsOptions.aup 変数を AUP ページの名前に
設定します。AUP が必要ない場合は、この行は含めません。
ステップ 2

ページに含める必要のある次のコードは、ログイン ボックスを表示する場所に挿入します。
<!-- this is how to include the wlc login widget on the page -->
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<script type="text/javascript"
src="/sites/js/ngs_wlc_login.js"></script>

Wireless LAN Controller の Acceptable Usage Policy の追加
「Wireless LAN Controller のログイン コンポーネントの追加」（P.12-9）で説明したように、AUP を含
めることを指定した場合は、AUP ページを次のように構築する必要があります。
ステップ 1

ページの <BODY> タグのあとに、以下を追加します。要素のテキスト値をカスタマイズできます。
<script type="text/javascript">
var ngsOptions = {};
ngsOptions.formElements = new Array();
ngsOptions.formElements['accept'] = 'Accept';
ngsOptions.formElements['reject'] = 'Reject';
ngsOptions.errorPage= 'error.php';
</script>

ステップ 2

Accept/Reject コントロールを挿入する場所に、次のコードを入力します。
<script type="text/javascript" src="/sites/js/ngs_wlc_aup.js"></script>

請求用の支払いコントロールの追加
サイトが請求をサポートするものとして指定されている場合は、支払いコントロールを追加して、ゲス
トの支払い詳細を取得できます。
ステップ 1

ページの <BODY> タグのあとに、以下を追加します。要素のテキスト値をカスタマイズできます。
<script type="text/javascript">
var ngsOptions = {};
ngsOptions.formElements = new Array();
ngsOptions.formElements['accessPlans'] = 'Access Plans:';
ngsOptions.formElements['cardHolder'] = 'Card Holder Name:';
ngsOptions.formElements['cardType'] = 'Card Type:';
ngsOptions.formElements['billingAddress'] = 'Billing Address:';
ngsOptions.formElements['country'] = 'Country:';
ngsOptions.formElements['postcode'] = 'Postcode:';
ngsOptions.formElements['ccNumber'] = 'Credit Card Number:';
ngsOptions.formElements['expirationDate'] = 'Expiration Date:';
ngsOptions.formElements['securityCode'] = 'Security Code:';
ngsOptions.formElements['issueNumber'] = 'Issue Number:';
ngsOptions.errorPage('error.php');
</script>

ステップ 2

支払いオブジェクトを挿入する場所に、次のコードを入力します。
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<script type="text/javascript" src="/sites/js/ngs_payment.js"></script>

パスワード変更のコンポーネント
パスワード変更のコンポーネントを使用して、ゲストはパスワードを変更できます。
ステップ 1

ページの <BODY> タグのあとに、以下を追加します。要素のテキスト値をカスタマイズできます。
<script type="text/javascript">
var ngsOptions = {};
ngsOptions.formElements = new Array();
ngsOptions.formElements['oldPassword'] = 'Old Password';
ngsOptions.formElements['newPassword'] = 'New Password:';
ngsOptions.formElements['confirmPassword'] = 'Confirm:';
ngsOptions.formElements['submit'] = 'Change Password:';
ngsOptions.messages = new Array();
ngsOptions.messages['success'] = 'Password changed';
ngsOptions.messages['failure'] = 'Failed to change password';
</script>

ステップ 2

パスワード オブジェクトを挿入する場所に、次のコードを入力します。
<script type="text/javascript" src="/sites/js/ngs_password.js"></script>

ゲスト セルフ サービスのコンポーネント
ゲスト セルフ サービスのコンポーネントを使用すると、ゲストはアカウントに自身を登録できます。
ステップ 1

ゲスト登録オブジェクトを挿入する場所に、次のコードを入力します。
<script type="text/javascript" src="/sites/js/ngs_self_service.js"></script>

ステップ 2

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 テンプレートから取得され
ます。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。

ステップ 3

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] ）から取
得されます。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。
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バックアップと復元
ハードウェア障害が発生した場合に重要なデータが失われないように、Cisco NAC ゲスト サーバを定
期的にバックアップする必要があります。Cisco NAC ゲスト サーバのバックアップ プロセスでは、シ
ステム セットアップ、アカウント データベース、およびすべての監査レコードがバックアップされ、
障害の発生時に必要なすべての項目を回復することができます。「ポイントインタイム」スナップ
ショットを作成することも、自動的に Cisco NAC ゲスト サーバまたはリモートの FTP サーバに保存さ
れるようにシステムのバックアップをスケジュールすることもできます。
この章には、次の項があります。

• バックアップの設定
• バックアップの復元

バックアップの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• バックアップ設定の保存
• スナップショットの作成
• バックアップのスケジュール
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バックアップ設定の保存
ステップ 1

管理ホームページの左側のメニューから、[Server] > [Backup] を選択します（図 13-1）。
図 13-1

ステップ 2

ステップ 3

（注）

バックアップ設定

リモートの FTP サーバへのバックアップを実行するには、[Backup Settings] タブをクリックします。

•

[Remote Server Address] に、FTP サーバのアドレスを入力します。

•

[Port] に、使用する TCP ポートを入力します（通常はポート 21）。

•

[Directory] に、バックアップを格納するディレクトリを入力します。

•

[Username] と [Password] に、FTP サーバにアクセス可能なユーザ名とパスワードを入力します
（パスワードの確認も行います）。

•

[Mode is Passive] チェックボックスをオンにすると、FTP モードが「パッシブ」になります。
チェックを付けないままにすると、非アクティブになります。

[Save] ボタンをクリックしてバックアップ設定を保存します。
バックアップをローカルの Cisco NAC ゲスト サーバにだけ格納する場合は、バックアップは
/guest/backups ディレクトリに格納されます。このディレクトリは SFTP を使用してリモートの場所に
バックアップし、root ユーザ名とそのパスワードでログインすることを推奨します。これにより、アプ
ライアンスのディスクにハードウェア障害が発生した場合でも外部にコピーが保持されます。
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スナップショットの作成
Cisco NAC ゲスト サーバの特定の時点のバックアップをダウンロードできるように、“ポイント・イ
ン・タイム”スナップショットを保存することができます。
ステップ 1

管理ホームページの左側のメニューから、[Server] > [Backup] を選択し、[Backup Settings] タブ
（図 13-1）を選択します。

ステップ 2

スナップショット バックアップを保存するには、フォーム下部の [Snapshot] ボタンをクリックします。

ステップ 3

バックアップ ファイルをディスクに保存するように促すプロンプトが Web ブラウザで表示されます。

バックアップのスケジュール
バックアップを毎日、毎週、または毎月、午前 1 時に実行するようにスケジュールすることができま
す。スケジュールされたバックアップは、Cisco NAC ゲスト サーバの /guest/backup ディレクトリま
たはリモートの FTP サーバのどちらかに格納されます。
ステップ 1

管理ホームページの左側のメニューから、[Server] > [Backup] を選択し、[Backup Schedule] タブ
（図 13-2）を選択します。
図 13-2

ステップ 2

バックアップのスケジュール

ローカル バックアップを実行するには、以下を行います。

•

[Maximum number of backups] に、保持するバックアップの最大数を入力します。Cisco NAC ゲ
スト サーバで、古いバックアップの数がこの最大数を超えた場合、新しいものが作成されるたび
に最も古いものが削除されます。

（注）

ファイルの数を制限しない場合は、1 未満の数（0 や -1 など）を指定できます。
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•

[Frequency] ドロップダウン メニューで、Cisco NAC ゲスト サーバでのバックアップの実行頻度
を指定します。[Daily]、[Weekly] または [Monthly] を指定できます。[Weekly] を選択した場合は
曜日も指定する必要があります。[Monthly] を選択した場合は日にちを指定する必要があります。
（注）

ステップ 3

システムが毎月必ず自動的にバックアップされるようにするには、日にちは 1 ～ 28 の範囲
で指定することを推奨します。

[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。

バックアップの復元
管理インターフェイスから Cisco NAC ゲスト サーバにバックアップを復元することができます。

（注）

バックアップは、バックアップの実行時に使用したバージョンと同じバージョンの Cisco NAC ゲスト
サーバ ソフトウェアだけに復元できます。バックアップの実行に使用したバージョンを確認する必要
がある場合は、バックアップ アーカイブ ファイルのディレクトリを開き、バックアップ アーカイブの
version.html ファイルを確認してください。

警告

相互にバックアップする 2 つの Cisco NAC ゲスト サーバを実行している場合にバックアッ
プを復元するときは、両方のサーバでレプリケーションをオフにし、バックアップをいずれか
のサーバだけに復元する必要があります。もう一方のサーバについては、その後で再同期する
必要があります。この手順に従わないと、一方のサーバのデータが失われる可能性がありま
す。詳細については、第 14 章「レプリケーションとハイ アベイラビリティ」を参照してくだ
さい。

ステップ 1

管理ホームページから、[Server] > [Backup] を選択し、[Restore a Backup File] タブ（図 13-3）をク
リックします。
図 13-3

バックアップの復元

ステップ 2

[Browse] ボタンをクリックし、復元するバックアップ アーカイブを選択します。

ステップ 3

[Restore] ボタンをクリックします。
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ステップ 4

バックアップが Cisco NAC ゲスト サーバにアップロードされ、データが復元されます。データが復元
されると、データベースを正しくロードするためにサーバが再起動されます。
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レプリケーションとハイ アベイラビリティ
Cisco NAC ゲスト サーバ ソリューションは、ハイ アベイラビリティを提供するために、1 組のユニッ
トがそれぞれのデータベースを相互に同期するように設定することができます。これにより、接続が失
われた場合や一方のユニットに障害が発生した場合でも、ソリューションは動作を継続することができ
ます。
ハイ アベイラビリティはアクティブ / アクティブ シナリオで提供されます。アクティブ / アクティブ シ
ナリオでは、両方の Cisco NAC ゲスト サーバがスポンサーまたはネットワーク デバイスからの要求を
同時に処理できます。この機能を使用すると、要求をボックス間で負荷分散することもできます。

（注）

すべてのシステム設定がレプリケーションされるわけではありません。レプリケーションされない設定
については、「レプリケーションされるデータ」（P.14-6）を参照してください。

（注）

ロード バランシングでは、Web インターフェイスを負荷分散するために外部のロード バランサを使用
する必要があります。外部のロード バランサを使用するか、または必要な設定を行うことで、
RADIUS 要求も負荷分散できます。
この章には、次の項があります。

• レプリケーションの設定
• プロビジョニングの設定
• レプリケーション ステータス
• 障害からの回復
• 導入に関する考慮事項

レプリケーションの設定
初期レプリケーションは、一方の Cisco NAC ゲスト サーバがもう一方のゲスト サーバのデータをすべ
てコピーするように設定することで構成されます。他のデバイスのデータをコピーするように設定され
たゲスト サーバは、自身のデータをすべて削除するように初期設定されます。これにより、競合が発
生しないことが保証されます。レプリケーションの設定は、Cisco NAC ゲスト サーバの初期インス
トールを実行するとき、または既存の実装に新しいゲスト サーバを追加するときに行うことを推奨し
ます。
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警告

一方のゲスト サーバのデータはすべて上書きされます。両方のゲスト サーバに必要なデータ
がある場合は、レプリケーションを設定しないでください。レプリケーションを設定すると、
データが失われてしまうためです。
一方のゲスト サーバがもう一方のデバイスからデータのコピーを受け取ると、このゲスト サーバとデ
バイスが同期され、レプリケーションがオンになります。一方のゲスト サーバで更新されたデータは、
もう一方のゲスト サーバに自動的にレプリケーションされます。

Cisco NAC ゲスト サーバ間の通信はすべて SSL で暗号化され、TCP 宛先ポート 5432 を介して実行さ
れます。
ステップ 1
ステップ 2

レプリケーションを開始する前に、「バックアップの設定」（P.13-1）および「スナップショットの作
成」（P.13-3）の手順に従って、Cisco NAC ゲスト サーバのバックアップを作成します。
管理インターフェイスの左側のメニューから、[Server] > [Replication Settings] を選択します
（図 14-1）。
図 14-1

Replication Settings

ステップ 3

[Remote Guest Server] に、リモート ゲスト サーバのアドレスを入力します。これは、レプリケーショ
ンをイネーブルにする Cisco NAC ゲスト サーバのアドレスです。

ステップ 4

[Shared Secret] に共有秘密を入力し、確認のためにもう一度入力します。共有秘密は、もう一方の
Cisco NAC ゲスト サーバとの認証に使用されます。共有秘密は、両方のゲスト サーバで同一である必
要があります。

ステップ 5

[Replication Mode] を [On] に設定します。
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（注）

ステップ 6

サーバの [Replication Mode] を [Off] に設定すると、そのサーバはレプリケーション プロセスから除外
されます。レプリケーション プロセスを最初から開始せずにサーバを再同期することはできません。
これを行うと、一方のサーバのレプリケーションされないデータが失われます。スタンドアロン シス
テムを構築する場合に限り、レプリケーションをオフにしてください。
レプリケーションをオンにすると、このサーバが現在のデータを格納するサーバか、もう一方のサーバ
のデータをコピーするサーバかを指定できます。

a. このサーバのデータを保持する場合は、[This node contains the data] を選択します。
b. このサーバのデータをすべて消去し、もう一方のサーバのデータをコピーする場合は、[This node
will copy data from other node] を選択します。

警告

各サーバでこの設定を正しく行ってください。そうしないとデータが失われます。この手順を
実行する前にバックアップを作成することを強く推奨します。

ステップ 7

[Save Settings] をクリックして設定を保存し、レプリケーション プロセスをオンにします。

ステップ 8

もう一方のゲスト サーバの管理インターフェイスにアクセスし、ステップ 1 からステップ 7 を繰り返
してレプリケーションを設定します。

プロビジョニングの設定
Cisco NAC ゲスト サーバが他のシステム（Clean Access Manager など）にアカウントをプロビジョニ
ングする場合は、一度に 1 つのゲスト サーバだけがプロビジョニングを実行する必要があります。
一方の Cisco NAC ゲスト サーバをプライマリとして定義し、もう一方をセカンダリとして定義する必
要があります。デフォルトでは、プライマリに設定されたサーバがプロビジョニングを実行します。セ
カンダリに設定されたサーバは、プライマリ サーバのステータスを確認します。セカンダリ サーバは、
プライマリ サーバへの接続に 3 回失敗した場合、プロビジョニングを実行します。プロビジョニング
サービスの実行中は、このプロセスが毎分行われます。
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] > [Replication Settings] を選択します
（図 14-1）。

ステップ 2

通常の条件でこのサーバがプロビジョニングを実行するようにする場合は、[Provisioning] で
[Primary] を選択します。プライマリに接続できない場合にだけこのサーバがプロビジョニングを実行
するようにする場合は、[Secondary] を選択します。

ステップ 3

[Save] ボタンをクリックします。

（注）

一方のサーバだけをプライマリに設定する必要があります。そうしないと、2 回アカウントを作成また
は削除するときにエラーが発生する場合があります。
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レプリケーション ステータス
Cisco NAC ゲスト サーバのレプリケーション ステータスはいつでも確認できます。これは、レプリ
ケーションが意図したとおりに行われていることを確認する場合に役立ちます。
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] > [Replication Settings] を選択します
（図 14-1）。
ページの下部にレプリケーション ステータスが表示されます。レプリケーションのステータスと、デ
バイス間でのレプリケーションが必要な変更の数を確認できます。

障害からの回復
ネットワーク接続
2 つの Cisco NAC ゲスト サーバ間のネットワーク接続に障害が発生した場合、Cisco NAC ゲスト サー
バは最大 1GB の変更を保存します。変更量が 1GB 以下の場合、接続が回復するとゲスト サーバ間で
同期が行われます。1GB を超える変更が保存されている場合、Cisco NAC ゲスト サーバはレプリケー
ション プロセスを停止します。この場合、レプリケーションを再度設定する必要があります。

デバイスの障害
レプリケーション ペアの一方の Cisco NAC ゲスト サーバに障害が発生し、ゲスト サーバを交換する
必要が生じた場合、正常に動作しているサーバでレプリケーションを設定する必要があります。データ
はデバイスに再同期されます。

警告

ステップ 1

障害が発生したユニットをバックアップから復元しないでください。レプリケーション ペア
の一方のユニットをバックアップから復元すると、両方のサーバでデータのレプリカが不正確
になります。詳細については、
「バックアップの復元」
（P.13-4）を参照してください。
管理インターフェイスの左側のメニューから、[Server] > [Replication Settings] を選択します
（図 14-2）。
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図 14-2

ステップ 2
ステップ 3

レプリケーションのリセット

両方のゲスト サーバで [Replication Mode] を [Off] に設定します。
「レプリケーションの設定」（P.14-1）の手順に従って、正常に動作しているサーバを、データを保持す
るサーバに設定します。

導入に関する考慮事項
接続
Cisco NAC ゲスト サーバには、ユニット間の IP 接続が必要です。同期を常に実行できるように、デバ
イス間のネットワーク パスを簡単に復旧できるものにすることを推奨します。ただし、デバイス間の
接続が切断された場合、デバイスは接続が回復するまで動作を継続し、変更を保存します。また、接続
が回復すると、通信を再確立することができます。この時点でデバイスのデータベースが再同期されま
す。
Cisco NAC ゲスト サーバが実行するアクティビティの量に応じて、できる限り迅速に同期が行われる
ように、サーバ間に十分な帯域幅を確保する必要があります。
接続をテストするには、多数のアカウントを作成し、レプリケーションのステータスを調べてアプライ
アンスの同期がどれだけ迅速に行われるかを確認します（図 14-1）。

ロード バランシング
Web インターフェイス
レプリケーションが設定されている場合、スポンサーおよび管理者のセッションは、両方の Cisco
NAC ゲスト サーバによって提供されます。ただし、Cisco NAC ゲスト サーバは、要求のリダイレク
トや自動ロード バランシングを実行しません。
両方の Cisco NAC ゲスト サーバに同時に要求できるようにするには、外部のロード バランシング メ
カニズムを実装する必要があります。次のオプションがあります。

• ネットワーク ベースのロード バランシング：Cisco CSS、GSS、CSM、または ACE プラット
フォームなど。ロード バランシングの唯一の要件は、クライアントがセッション全体を通じて同
じ Cisco NAC ゲスト サーバからサービスの提供を受けることです。Cisco NAC ゲスト サーバは、
帯域幅の要求を低減するため、スポンサー /admin のセッション情報をレプリケーションしません。
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そのため、個々の要求をサーバ間で負荷分散することはできません。これを実現するための最も一
般的な方法は、同じ Cisco NAC ゲスト サーバへの接続を送信元 IP アドレスに基づいて固定するこ
とです。

• DNS ラウンド ロビン：DNS サーバを使用して Cisco NAC ゲスト サーバのドメイン名を設定し、
ラウンドロビン設定で Cisco NAC ゲスト サーバの両方の IP アドレスを返します。この方法では、
障害が発生した場合にアプライアンス間にフェールオーバーが提供されません。

• 複数の URL のパブリッシング：この方法では、各ユーザが使用するサーバを選択できます。

RADIUS インターフェイス
いずれかの Cisco NAC ゲスト サーバの RADIUS インターフェイスは、複数の要求を同時に受け取る
ことができます。
一部の RADIUS クライアント向けに一方の Cisco NAC ゲスト サーバをプライマリに、その他の
RADIUS クライアント向けにもう一方の Cisco NAC ゲスト サーバをプライマリに設定することを推奨
します。2 つのサーバの設定がサポートされる RADIUS クライアントでは、別の Cisco NAC ゲスト
サーバとして定義されたセカンダリ RADIUS サーバをフェールオーバー用に設定できます。

レプリケーションされるデータ
NAC ゲスト サーバ レプリケーションでは、データベースに格納されているデータがレプリケーション
ペアの間でレプリケーションされます。
次の情報はレプリケーションされず、各 NAC ゲスト サーバでローカルに定義されます。

• 電子メール設定 ： SMTP サーバ
• テンプレート ： ロゴ
• ネットワーク設定
– ドメイン名
– ホスト名
– IP アドレス
– サブネット マスク
– デフォルト ゲートウェイ
– ネームサーバ 1
– ネームサーバ 2
• 日付 / 時刻設定
– 日付
– 時刻
– ロケール
– NTP サーバ 1
– NTP サーバ 2
• SSL 設定
– SSL 証明書
– ルート CA 証明書
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– 秘密鍵
• バックアップ
– バックアップの最大数
– 頻度
– FTP 設定
• ライセンス ： ライセンス ファイル
• ホットスポット ： すべてのファイル
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管理、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。

• SNMP の設定
• システム ロギング

SNMP の設定
Cisco NAC ゲスト サーバでは、Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管
理プロトコル）を介してシステムを監視する管理アプリケーションがサポートされます。SNMP バー
ジョン 1、2c、および 3 がサポートされます。
アプライアンスでは、特定の設定が定義済みの値を超えたときに SNMP トラップを送信して通知する
こともできます。

SNMP Agent の設定
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] >[SNMP] を選択します（図 15-1）。
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図 15-1

SNMP の設定

次のオプションを設定できます。

• SNMP バージョン 1 の設定
• SNMP バージョン 2c の設定
• SNMP バージョン 3 の設定
• SNMP 許可アドレスの設定

SNMP バージョン 1 の設定
ステップ 1

SNMP バージョン 1 をイネーブルにするには、[Enable V1] ボックスをオンにします。

ステップ 2

[Read Community] に読み取りアクセスに使用する SNMP 読み取りコミュニティ名を入力します。

ステップ 3

「SNMP 許可アドレスの設定」（P.15-3）の手順に従って、SNMP を使用したアプライアンスへのアク
セスを許可する許可 IP アドレスを設定します。

ステップ 4

[Save] をクリックします。

SNMP バージョン 2c の設定
ステップ 1

SNMP バージョン 2c をイネーブルにするには、[Enable V2c] ボックスをオンにします。

ステップ 2

[Read Community] に読み取りアクセスに使用する SNMP 読み取りコミュニティ名を入力します。
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ステップ 3
ステップ 4

「SNMP 許可アドレスの設定」（P.15-3）の手順に従って、SNMP を使用したアプライアンスへのアク
セスを許可する許可 IP アドレスを設定します。

[Save] をクリックします。

SNMP バージョン 3 の設定
ステップ 1

SNMP バージョン 3 をイネーブルにするには、[Enable V3] ボックスをオンにします。

ステップ 2

[Username] に、読み取りアクセスに使用するユーザ名を入力します。

ステップ 3

[Password] に、パスワードを入力し正しく入力したことを確認するためにもう一度入力します。

ステップ 4

ドロップダウン メニューから認証プロトコル [MD5]（HMAC-MD5-96 ）または [SHA]
（HMAC-SHA-96）を選択します。

ステップ 5

ドロップダウン メニューからプライバシー プロトコル（DES または AES）を選択します。

ステップ 6

ドロップダウン メニューからセキュリティ タイプ（[Authentication] または [Encryption]）を選択しま
す。

ステップ 7
ステップ 8

「SNMP 許可アドレスの設定」（P.15-3）の手順に従って、SNMP を使用したアプライアンスへのアク
セスを許可する許可 IP アドレスを設定します。

[Save] をクリックします。

SNMP 許可アドレスの設定
ステップ 1

IP アドレスとプレフィクス長からなる IP アドレス範囲を入力します。次の例を参考にしてください。
• SNMP によるアプライアンスへのアクセスをすべてのアドレスに許可する場合は、「0.0.0.0/0」と
入力します。

• アプライアンスへのアクセスを 192.168.1.0 ～ 255 の範囲の任意のアドレスに許可する場合は、
「192.168.1.0/24」と入力します。
• アプライアンスへのアクセスを 172.16.45.2 のホストだけを許可する場合は、「172.16.45.2/32」と
入力します。
ステップ 2

[Add] ボタンをクリックします。

ステップ 3

任意の数のアドレスについて、ステップ 1 およびステップ 2 を繰り返すことができます。

ステップ 4

[Save] をクリックします。

SNMP トラップのサポート
NAC ゲスト サーバは、特定のシステム イベントに基づいて SNMP マネージャーに SNMP トラップを
送信するように設定できます。

SNMP トラップの設定
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] >[SNMP] > [Traps] を選択します（図 15-2）。
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図 15-2

SNMP トラップの設定

ステップ 2

トラップをイネーブルにする場合は、[Enable Traps] チェックボックスをクリックします。

ステップ 3

ドロップダウンからトラップ バージョン（[Version 1]、[Version 2c]、または [Informs]）を選択しま
す。

ステップ 4

ディスク スペースが指定された値を下回ると、NAC ゲスト サーバによってトラップが送信されます。
[Disk Space] ドロップダウン フィールドに、トラップ送信の値を入力します。

ステップ 5

トラップ送信の値となる負荷平均値を指定します。負荷平均が 1 分間、5 分間、または 15 分間にわ
たって値を超えると、トラップが送信されます。負荷平均は標準の Linux 式を使用して計算されます。
uptime コマンドを使用すると、コマンド ラインから負荷平均を確認できます。

ステップ 6

SNMP トラップを送信する各 IP アドレスを入力し、[Add] ボタンをクリックします。

ステップ 7

[Save] ボタンをクリックして変更を保存します。

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、次の
操作が可能になります。

• 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確認する
• 管理者およびスポンサーの処理をログに記録する
• システム ログを作成する

（注）

ロギング レベルを作成して常に保守することが重要です。詳細については、「ログ設定」（P.15-9）を参
照してください。
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監査ログ
監査ログには管理者およびスポンサーの処理が記録されます。監査ログは次の 4 つの方法で作成できま
す。
ステップ 1

管理インターフェイスから監査ログ機能にアクセスするには、左側のメニューから [Server] > [System
Logs] を選択し（図 15-3）、[Audit Logs] タブをクリックします。
図 15-3

ステップ 2

システム ログ

監査ログ レポート（図 15-4）は、次の 4 つのカテゴリを使用して実行できます。

• Action by：管理者およびスポンサーのユーザ名を検索条件として使用してログを表示します。
• Client IP：クライアント IP アドレスを検索条件として使用してログを表示します。
• Category：カテゴリを検索条件として使用してログを表示します。
• Server IP：サーバ IP を検索条件として使用してログを表示します。
ログ レポートは、1 つのカテゴリ、複数のカテゴリ、またはすべてのカテゴリについて同時に実行でき
ます。
ステップ 3

画面上の日付選択カレンダーを使用して検索条件の時間枠を選択し、[Run] ボタンをクリックします。
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図 15-4

監査ログ

アプリケーション ログ
アプリケーション ログには、アプリケーション デバッグを含むアプリケーション ログが表示されま
す。
ステップ 1

管理インターフェイスから監査ログ機能にアクセスするには、左側のメニューから [Server] > [System
Logs] を選択し（図 15-5）、[Application Logs] タブをクリックします。
図 15-5

ステップ 2

アプリケーション ログ

アプリケーション ログ レポートは、次の 4 つのカテゴリを使用して実行できます。
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• Action by：管理者およびスポンサーのユーザ名を検索条件として使用してログを表示します。
• Client IP：クライアント IP アドレスを検索条件として使用してログを表示します。
• Category：カテゴリを検索条件として使用してログを表示します。
• Server IP：サーバ IP を検索条件として使用してログを表示します。
ログ レポートは、1 つのカテゴリ、複数のカテゴリ、またはすべてのカテゴリについて同時に実行でき
ます。
ステップ 3

（注）

画面上の日付選択カレンダーを使用して検索条件の時間枠を選択し、[Run] ボタンをクリックします。

他の NAC ゲスト サーバ機能への影響を防ぐために、使用後すぐにデバッグをディセーブルにすること
を推奨します。
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Support Logs
サポート ログには、次の項目を格納する領域があります。

• HTTP エラー ログ
• RADIUS ログ
• メール ログ
• ツイン（NAC ゲスト サーバ間でレプリケーションを実行している場合はレプリケーション ログだけ
が該当）

• デバッグ ログ
• 監査ログ
• アプリケーション ログ
• XML ファイル
ステップ 1

管理インターフェイスから監査ログ機能にアクセスするには、左側のメニューから [Server] > [System
Logs] を選択し（図 15-6）、[Support Logs] タブをクリックします。
図 15-6

ステップ 2

（注）

Support Logs

下線の付いた [Action] リンクをクリックすると、リストに表示されているログを表示またはダウン
ロードできます。

[Support Logs] ページには、最新の利用可能な各ログだけが表示されます。ただし、[View] または
[Download] をクリックすると、そのカテゴリのすべてのログが取得され、表示されます。
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ログ設定
[Log Settings] ページでは、管理者はロギング レベルの設定および syslog 設定の管理ができます。
ステップ 1

管理インターフェイスから監査ログ機能にアクセスするには、左側のメニューから [Server] > [System
Logs] を選択し（図 15-7）、[Log Settings] タブをクリックします。
図 15-7

ステップ 2

[Log Settings] ページ

[Logging Levels] では、管理者は複数の条件のロギング レベルを選択できます。
• General：[Errors and Notices only]、[Errors Notices and Info]、または [Errors Notices Info and
Debugs] のロギングを設定できます。
• Sponsor Authentication：[Errors and Notices only]、[Errors Notices and Info]、または [Errors
Notices Info and Debugs] のロギングを設定できます。
• Admin Authentication：[Errors and Notices only]、[Errors Notices and Info] 、または [Errors
Notices Info and Debugs] のロギングを設定できます。
• Account Creation：[Errors and Notices only]、[Errors Notices and Info]、または [Errors Notices
Info and Debugs] のロギングを設定できます。
• Account Management：[Errors and Notices only]、[Errors Notices and Info]、または [Errors
Notices Info and Debugs] のロギングを設定できます。
• Admin Operation：[Errors and Notices only]、[Errors Notices and Info]、または [Errors Notices
Info and Debugs] のロギングを設定できます。
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• Radius User Authentication：[Errors and Notices only]、[Errors Notices and Info]、または
[Errors Notices Info and Debugs] のロギングを設定できます。
• NAC Manger：[Errors and Notices only]、[Errors Notices and Info]、または [Errors Notices Info
and Debugs] のロギングを設定できます。
ステップ 3

[Syslog Settings] では、管理者は定義済みの syslog サーバに送信するログ イベントを指定できます。
• Send Application Log Events to Remote Server ：ログに記録してサーバに送信するアプリケー
ション エラーのタイプを指定します。管理者は、[none]、[Audit]、[Errors]、または [Audit and
Errors] を指定できます。
• Send System Log Events to Remote Server：ログに記録してサーバに送信するアプリケーション
エラーのタイプを指定します。管理者は、[Emergency]、[Emergency and Alerts]、[Emergency
Alerts and Critical]、または [Emergency Alerts Critical and Errors] を指定できます。
• Syslog Server：ログを送信する syslog サーバの DNS または IP アドレスを入力します。
• Syslog Protocol：UDP または TCP のいずれかのプロトコルを選択します。
• Syslog Port：syslog サーバのポートを定義します。

ステップ 4

（注）

[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。
基本的な syslog 機能をテストするには、[Log Settings] ページに移動し、[Save] をクリックします。こ
の操作を行うと、テスト メッセージがプライオリティ info (6) で syslog サーバに送信されます。
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ライセンス
Cisco NAC ゲストは、アプライアンスの MAC アドレスに関連付けられたファイルを使用してライセ
ンスされます。このファイルは Cisco.com から入手できます。手順については、ライセンス パックに
記載されています。Cisco NAC ゲスト サーバでは同時に 1 つのライセンスしかサポートされないため、
インポートしたライセンスを「追加」すると、ゲスト サーバで使用中のライセンスが自動的に上書き
されます。

（注）

Cisco NAC ゲスト サーバの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。

ライセンス
管理インターフェイスを使用してライセンスを表示またはアップロードする手順は、次のとおりです。
ステップ 1

左側のメニューから、[Server] > [Licensing] を選択します（図 16-1）。
図 16-1

ライセンス
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ステップ 2

[Browse] ボタンをクリックし、ライセンス ファイルを選択します。

ステップ 3

[Upload] ボタンをクリックし、新しいライセンス ファイルをアップロードします。

（注）

評価ライセンスがアップロードされている場合、[Guest Server License Status] にライセンスの有効期
限が表示されます。
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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
• Cisco NAC ゲスト サーバへの接続
• ゲスト ユーザ アカウントの作成
• 複数のゲスト アカウント
• ゲスト アカウントの編集
• ゲスト アカウントの一時停止
• アクティブ アカウントの表示と詳細の再送信
• ゲスト ユーザに関するレポート
• スポンサーに関するレポート

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、仮ネットワーク アクセス アカウントを作成できます。Cisco NAC 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したりすることもできます。

Cisco NAC 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、Web ブラウザを開き、ネットワーク管理者により提供された URL
フィールドまたはアドレス フィールドにアドレスを入力します。
ステップ 1

Web ブラウザの URL/ アドレス 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>）。
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ステップ 2

Cisco NAC ゲスト サーバのログイン ページ（図 17-1）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。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。
図 17-1

ステップ 3

スポンサーとして Cisco NAC ゲスト サーバにログイン

初めてログインするときには、[Getting Started] ページが表示されます（図 17-2）。
図 17-2

スポンサー ダッシュボード
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ステップ 4

そのページから、[Home] > [My Settings] に移動して、以下の操作を行います。

• 「デフォルト設定の変更」（P.17-3）
• 「パスワードの変更」（P.17-4）

デフォルト設定の変更
[My Settings] ページでは、パスワードを変更したり、デフォルトの設定（言語テンプレート、タイム
ゾーン、電話の国コードなど）やログイン ページをカスタマイズしたりできます。
ステップ 1

[Home] > [My Settings] に移動します。

ステップ 2

[Preferences] タブ（図 17-3）をクリックして、以下の [Preferences] の設定を変更します。
• Language Template：管理者によってテンプレートが追加されている場合は、このドロップダウン
メニューから言語テンプレートを選択して、アプリケーションのインターフェイスの言語やゲスト
への通知（印刷物、電子メール、または SMS）の言語を変更できます。

• Default Timezone：アカウント作成ページのリストでデフォルトで選択されるタイム ゾーンです。
• Default Telephone Country Code：デフォルトの電話の国コードを指定します。SMS でゲストの詳
細を送信するときや、ゲストの電話番号を記録するときにこの国コードが使用されます。

• Default Location：現在選択できるオプションは Default Location だけです。
• Email Address：ここに電子メール アドレスを入力します。ゲスト アカウントの詳細のコピーを電
子メールで受信できるようにする場合に必要です。

• Receive Email Confirmation：ゲスト アカウントを作成時に、そのゲスト アカウントの詳細のコ
ピーが Cisco NAC ゲスト サーバによって電子メールで送信されるようにするには、このチェック
ボックスをオンにします。

• Default Login Page：ドロップダウン メニューを使用して、Cisco NAC ゲスト サーバにログイン
したときに表示されるページを選択します。
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図 17-3

ステップ 3

[Preferences] ページ

[Save] ボタンをクリックしてデフォルト設定を保存します。

パスワードの変更
ステップ 1

[Home] > [My Settings] に移動します。

ステップ 2

[Password] タブをクリックします。

ステップ 3

[Change Password] フィールドと [Confirm] フィールドに新しいパスワードを入力します。

ステップ 4

[Save] ボタンをクリックして新しいパスワードを保存します。
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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、仮ゲスト ユーザ アカウントを作成できます。
ステップ 1

「Cisco NAC ゲスト サーバへの接続」
（P.17-1）の説明に従って、Cisco NAC ゲスト サーバにログイン
します。

ステップ 2

左側のメニューから、[Create Accounts] >[Create Guest Account] に移動します。

ステップ 3

[Create Guest Account] ページが表示されます（図 17-4）。

（注）

図 17-4 は、ゲスト ユーザ アカウントを作成するためのデフォルトのテンプレートです。管理者によっ
てフィールドが追加または削除されている場合もあります。
図 17-4

ゲスト ユーザ アカウントの作成

ステップ 4

[First Name] に、ゲストの名を入力します。

ステップ 5

[Last Name] に、ゲストの姓を入力します。

ステップ 6

[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 7

[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 8

[Mobile Phone Number] に、ゲストの携帯電話番号を入力します。

ステップ 9

[Guest Role] のドロップダウン メニューで、Guest ロールを選択します。このドロップダウンは、管理
者によって複数の Guest ロールが定義されている場合に自動的に表示されます。

ステップ 10

[Timezone] で、時間と日付に該当するタイム ゾーンを選択します。

ステップ 11

[Account Start] フィールドから、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 12

[Account End] フィールドから、アカウントを終了する時間と日付を選択します。
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ステップ 13

Cisco NAC ゲスト サーバの管理者によって必要なアカウント属性が追加で設定されている場合は、こ
のフォームでそれらの設定に対して適切な情報を指定します。

ステップ 14

[Add User] ボタンをクリックします。アカウントが作成され、詳細が表示されます（図 17-5）。
図 17-5

ステップ 15

作成されたゲスト ユーザ

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。

• [Print Account] 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。
「アカウント詳細の印刷」（P.17-7）を参照してください。

• [Email Account] 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。「アカウント詳細の電子メール送信」（P.17-7）を参照してください。
• [Send SMS Message] 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。「アカウント詳細のテキスト メッセージ送信（SMS）」を参
照してください。
ステップ 16

[Create another Guest account] ボタンをクリックして、続けて別のアカウントを作成することもできま
す。
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アカウント詳細の印刷
ステップ 1

[Create Guest Account] ページ（図 17-5）で、[Print Account] ボタンをクリックします。
図 17-6

ステップ 2

（注）

アカウント詳細の印刷

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。

ゲスト アカウントを作成したら、[Account Management] > [Manage Accounts] に移動して、ゲスト
ユーザのエントリ リストの右端にある Print アイコンをクリックすることによってこの機能にアクセス
することもできます。

アカウント詳細の電子メール送信
ステップ 1

[Create Guest Account] ページ（図 17-5）で、[Email Account] 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。

（注）

ゲスト アカウントを作成したら、[Account Management] > [Manage Accounts] に移動して、ゲスト
ユーザのエントリ リストの右端にある Print アイコンをクリックすることによってこの機能にアクセス
することもできます。

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
ステップ 2

[Create Guest Account] ページ（図 17-5）で、[Send SMS Message] ボタンをクリックします。
Cisco NAC ゲスト サーバにより、アカウント作成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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（注）

ゲスト アカウントを作成したら、[Account Management] > [Manage Accounts] に移動して、ゲスト
ユーザのエントリ リストの右端にある Print アイコンをクリックすることによってこの機能にアクセス
することもできます。

複数のゲスト アカウント
Cisco NAC ゲスト サーバでは、複数のアカウントを同時に作成することができます。使用できる方法
は、管理者によって設定されます。以下の方法があります。

• テキスト入力による複数のアカウントの作成
• CSV ファイルによる複数のアカウントの作成
• 複数のランダム アカウントの作成
複数のアカウントを作成するには、詳細をインターフェイスに貼り付けるか、カンマ区切り（CSV）
ファイルをインポートするか、ゲスト ユーザに割り当てるランダム アカウントを作成してあとで入力
できるようにします（詳細を紙に記録しておきます）。

テキスト入力による複数のアカウントの作成
ステップ 1

左側のメニューから、[Create Accounts] > [Multiple Accounts] に移動します（図 17-7）。
図 17-7

Multiple Accounts

ステップ 2

画面の指示に従って、詳細をテキスト フィールドに入力します。値はカンマで区切ります。

ステップ 3

[Guest Role] のドロップダウン メニューで、Guest ロールを選択します。このドロップダウンは、管理
者によって複数の Guest ロールが定義されている場合に自動的に表示されます。

ステップ 4

[Timezone] で、アカウントに該当するタイム ゾーンを選択します。
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ステップ 5

[Account Start] タイムと [Account End] タイムで、適切な日時を選択します。

ステップ 6

[Create Bulk Accounts] ボタンをクリックします。

CSV ファイルによる複数のアカウントの作成
ステップ 1

左側のメニューから、[Create Accounts] > [Import Accounts] に移動します（図 17-8）。
図 17-8

ステップ 2

CSV ファイルからのアカウントのインポート

[Download CSV Template File] ボタンをクリックして CSV ファイルをダウンロードし、ローカルに保
存します。

ステップ 3

Microsoft Excel などのプログラムを使用して、CSV テンプレート ファイルのフィールドに値を入力し
ます。

• First Name：ゲストの名。
• Last Name：ゲストの姓。
• Company：ゲストの会社名。
• Email Address：ゲストの電子メール アドレス。
• Country Code：携帯電話番号の国コード（米国は 1、英国は 44 など）。
• Mobile Phone Number：ゲストの携帯電話番号。

（注）

番号にハイフンは入力しないでください。

• その他の詳細：管理者によって設定されたその他の詳細。フィールドの名前や説明は管理者が決定
します。
ステップ 4

CSV テンプレート ファイルを CSV 形式で保存します。

ステップ 5

[Browse] ボタンをクリックして、編集した CSV ファイルを選択します。
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ステップ 6

[Guest Role] のドロップダウン メニューで、Guest ロールを選択します。このドロップダウンは、管理
者によって複数の Guest ロールが定義されている場合に自動的に表示されます。

ステップ 7

[Timezone] で、アカウントに該当するタイム ゾーンを選択します。

ステップ 8

[Account Start] タイムと [Account End] タイムで、適切な日時を選択します。

ステップ 9

[Upload CSV] ボタンをクリックします。

複数のランダム アカウントの作成
訪問者に詳細を渡す必要があるが、アカウントを作成してゲストに渡す必要があるときにコンピュータ
へのアクセス権がない場合は、ランダム アカウントを作成することができます。この機能を使用する
と、事前にアカウントを作成して、詳細を紙に記録したり、あとから関連付けられるようにシステムに
保存したりできます。
ステップ 1

左側のメニューから、[Create Accounts] > [Random Accounts] に移動します（図 17-9）。
図 17-9

ランダム アカウントの作成

ステップ 2

生成するアカウントの数を入力します。

ステップ 3

[Guest Role] のドロップダウン メニューで、Guest ロールを選択します。このドロップダウンは、管理
者によって複数の Guest ロールが定義されている場合に自動的に表示されます。

ステップ 4

[Timezone] で、アカウントに該当するタイム ゾーンを選択します。

ステップ 5

[Account Start] タイムと [Account End] タイムで、適切な日時を選択します。

ステップ 6

[Submit] ボタンをクリックします。ランダム アカウントが作成され、表示されます（図 17-10）。
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図 17-10

（注）

作成されたランダム アカウント

ランダム アカウントの場合、対応するゲストの詳細を記録しておいてあとから Cisco NAC ゲスト サー
バに入力できるように、表示された表を印刷しておくと便利です。

複数のアカウントの印刷、電子メール送信、および SMS 送信
これまでに説明した方法を使用して複数のアカウントを作成した場合は、ユーザの詳細の画面は 1 つの
ゲスト アカウントを作成した場合に表示される画面とは少し異なります。作成したら、バルク ファイ
ルに作成されたすべてのアカウントを個々のゲストに電子メールや SMS で送信できます。個々のアカ
ウントの詳細を印刷したり、CSV 形式のバルク アカウント ファイルをダウンロードしたりすることも
できます。
ステップ 1

左側のメニューから、[Account Management] > [Manage Bulk Accounts] に移動します（図 17-11）。
図 17-11

ステップ 2

Manage Bulk Accounts（テキスト /CSV による作成方法）

[Time/Date Created] カラムか [Created By] カラムを調べて、作成したアカウントを特定します。作成
したバルク アカウント ID の下線付きのリンクをクリックして、[Bulk Details] ページを開きます
（図 17-12）。
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図 17-12

ステップ 3

[Bulk Details] ページ：印刷 / 電子メール /SMS のオプション

このページから、以下の操作を実行できます。

• すべてのゲストの詳細を印刷する：[Print All] ボタンをクリックして、作成されたアカウントの詳
細を各ゲスト用に印刷します。

• すべてのゲストの詳細を電子メールで送信する：[Email All] ボタンをクリックして、作成された
アカウントの詳細を各ゲストに電子メールで送信します。

• すべてのゲストの詳細を SMS で送信する：[SMS All] ボタンをクリックして、作成されたアカウ
ントの詳細をすべてのゲストに SMS で送信します。
• すべてのアカウントを一時停止する：[Suspend All] ボタンをクリックして、作成したすべてのバ
ルク アカウントを一時停止します

• すべてのアカウントの CSV ファイルをダウンロードする：[Download CSV] をクリックして、作
成されたバルク アカウントの CSV ファイルをダウンロードします。
• アカウントを一時停止する：ハザード（赤丸に斜線）アイコンをクリックします。
• アカウントを編集する：鉛筆アイコンをクリックして、選択したアカウントを個別に編集します。
• アカウントの詳細を表示する：メモ帳アイコンをクリックして、個別のアカウントの詳細を表示し
ます。

• アカウントの詳細を印刷する：プリンタ アイコンをクリックして、個別のアカウントの詳細を印
刷します。

（注）

事前に詳細を設定してアカウントを作成した場合（テキストをインポートした場合または CSV ファイ
ルを作成した場合）は、ゲスト アカウントの詳細を印刷したり、電子メールで送信したり、SMS で送
信したりできます。ただし、ランダム アカウントを作成した場合は、使用できるのは印刷のオプショ
ンだけです。

（注）

ランダム アカウントの場合、対応するゲストの詳細を記録しておいてあとから Cisco NAC ゲスト サー
バに入力できるように、表示された表を印刷しておくと便利です。
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バルク アカウント グループの表示
バルク アカウントを作成した場合は、同時に作成されたアカウントのバッチを表示することができま
す。これには次の 3 つの方法があります。

• バルク アカウント グループの表示
• バルク アカウント グループをユーザ名で検索
• [Active Accounts Report] でバルク アカウント グループを検索

バルク アカウント グループの表示
この方法では、作成したアカウントのバッチを選択できます。
ステップ 1

左側のメニューから、[Account Management] > [Manage Bulk Accounts] に移動します（図 17-11）。

ステップ 2

作成したバルク アカウント ID の下線付きのリンクをクリックして、[Bulk Details] ページを開きます
（図 17-13）。
図 17-13

ステップ 3

バルク アカウント グループ

メモ帳アイコンをクリックして、個別のアカウントの詳細を表示します。

バルク アカウント グループをユーザ名で検索
この方法では、バッチのユーザ名を入力してアカウントのバッチを検索できます。
ステップ 1

左側のメニューから、[Account Management] > [Manage Bulk Accounts] に移動します（図 17-11）。

ステップ 2

アカウントのバッチに属するユーザ名を [Username] フィールドに入力し、[Submit] ボタンをクリック
します。
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見つかった場合は、送信したユーザ名と同じ操作で作成されたアカウントのバッチが表示されます。

[Active Accounts Report] でバルク アカウント グループを検索
この方法では、[Active Accounts Report] ページからアカウントのバッチにジャンプすることができま
す。
ステップ 1

左側のメニューから、[Account Management] > [Manage Accounts] に移動します（図 17-11）。

ステップ 2

作成したバルク アカウント ID の下線付きのリンクをクリックして、バルク アカウントの [Manage
Accounts] ページを開きます（図 17-14）。ここでアカウントを個別に編集できます。
図 17-14

[Active Accounts Report] のバルク アカウント

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] ページの左側のメニューから、[Account Management] > [Manage Accounts] を選択します。

ステップ 2

[Account Management] ページで、編集可能なアカウントのリストを表示できます（図 17-15）。
図 17-15

[Account Management] におけるゲスト ユーザ アカウントの編集
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ステップ 3

変更するアカウントの横の鉛筆アイコンをクリックして、[Edit User Account] ページを開きます
（図 17-16）。
図 17-16

ゲスト アカウントの編集

ステップ 4

必要に応じてアカウントの詳細を変更します。

ステップ 5

[Submit] ボタンをクリックして、新しい詳細でアカウントを更新します。

Advanced Search
ステップ 1

[Account Management] ページに多数のユーザが表示された場合は、[Advanced Search] ボタンをク
リックして高度な検索を実行することができます（図 17-14）。
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図 17-17

ステップ 2

Advanced Search

[Advanced Search] ページ（図 17-17）が表示されたら、以下の条件を入力して検索を実行できます。
• Created by：アカウントを作成したスポンサー。
• First Name：ゲストの名。
• Last Name：ゲストの姓。
• Company：ゲストの会社名または組織名。
• Email：ゲストの電子メール アドレス。
• IP Address：ゲスト ユーザのワークステーションの IP アドレス。
• Start Time Between：検索条件の開始点となる日時。
• End Time Between：検索条件の終了点となる日時。
• Locale：検索に使用するタイム ゾーンをドロップダウン メニューから選択します。
• Inactive：非アクティブ アカウントを検索に含めるにはこのオプションを選択します。
• Active：アクティブ アカウントを検索に含めるにはこのオプションを選択します。
• Expired：失効したアカウントを検索に含めるにはこのオプションを選択します。
• Suspended：一時停止中のアカウントを検索に含めるにはこのオプションを選択します。

ステップ 3

[Submit] ボタンをクリックして検索を実行します。検索条件に一致するアカウントがデータベースに
あった場合は、それらのアカウントが表示されます。

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。アカウントを一時停止してもそ
のアカウントは削除されませんが、一時停止中としてマークされて使用できなくなります。
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ステップ 1

左側のメニューから、[Account Management] > [Manage Accounts] に移動します（図 17-18）。
図 17-18

ステップ 2

アカウントの一時停止

終了するアカウントのハザード（赤丸に斜線）アイコンをクリックします。そのアカウントがリストか
ら削除されて、そのゲストはログインできなくなります。

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

左側のメニューから、[Account Management] > [Manage Accounts] を選択して、アクティブ アカウン
トのリストを表示します（図 17-15）。

ステップ 2

詳細を再送信するゲストのユーザ名をクリックします（図 17-19）。
図 17-19

ステップ 3

Guest Account Details

このページには、以下の該当するボタンをクリックできます。

• Print Account：アカウントを印刷します。
• Email Account：アカウントを電子メールでゲストに送信します。
• Send SMS Message：アカウントの詳細を SMS メッセージでゲストに送信します。
• Create another Guest account：別のゲスト アカウントを作成します。
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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

左側のメニューから、[Account Management] > [Manage Accounts] を選択して、アクティブ アカウン
トのリストを表示します（図 17-15）。

ステップ 2

レポートを表示するユーザを選択し、メモ帳アイコンをクリックすると、そのユーザの詳細なレポート
が表示されます。

ステップ 3

[Accounting Log]（図 17-20）タブをクリックすると、そのゲストの RADIUS アカウンティング情報
が表示されます。これには以下の情報が含まれます。

• NAS IP Address：そのゲスト ユーザが指定された NAS IP アドレス。
• Users IP Address：ゲストに割り当てられた IP アドレス。
• Logged In ：ゲストがログインした時刻。
• Logged Out：ゲストがログアウトした時刻。
• Duration：ゲストがログオンしていた期間。
図 17-20

ステップ 4

Accounting Log

[Audit Log]（図 17-21）タブをクリックすると、そのゲスト アカウントの監査エントリが表示されま
す。これには以下の情報が含まれます。

• Sponsor：スポンサー ID
• Action：監査エントリのアクション
• Date/Time：監査エントリのアクションの日時
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図 17-21

ステップ 5

Audit Log

[Activity Log]（図 17-22）タブをクリックすると、ゲストがそのアカウントに対して実行したアク
ティビティが表示されます。管理者の設定によっては、ファイアウォールの情報を表示することもでき
ます。
図 17-22

Activity Log

以下の検索条件を指定できます。

• Network Device IP：検索の対象とするネットワーク デバイスの IP アドレス。
• Message Contains：ログ内で検索するテキストを入力します。
• Start Time Between：検索範囲の開始点となる日時を入力します。
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• End Time Between：検索範囲の終了点となる日時を入力します。
ステップ 6

検索条件を選択できたら、[Run] ボタンをクリックします。検索が完了したら、[Download] ボタンを
クリックして結果をファイルに保存できます。
以下の情報が返されます。

• Date/Time field：ゲストのアクションの日時が表示されます。
• Device：ゲストのアクションが実行されたデバイスが表示されます。
• Message：ゲストのアクションが表示されます。

スポンサーに関するレポート
スポンサーは、[Account Management] セクションでレポートを表示することにより、自身のアカウン
トや他のスポンサーのアカウントの概要、アクティビティ、およびアクセスの詳細を表示することがで
きます。

Summary Report
ステップ 1

Main ページから [Account Management] > [Summary Reports] を選択して、[Summary Report] ページ
を開きます（図 17-23）。
図 17-23

Summary Report

ステップ 2

検索条件として日付を選択し、[Show] ボタンをクリックします。

ステップ 3

以下の情報が表示されます。

• Total Guest Accounts Created
• Total Authenticated Guests
• Total Cumulative Connect Time

Sponsors Activity Report
ステップ 1

メイン ページから [Account Management] > [Sponsors Activity Report] を選択して、[Sponsors
Activity Report] ページを開きます（図 17-24）。
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図 17-24

Sponsors Activity Report

ステップ 2

検索条件として日付を選択します。スポンサーによって作成されたゲストの数の下限を選択することも
できます。

ステップ 3

完了したら、[Show] ボタンをクリックします。以下の情報が表示されます。

• Username：スポンサーのユーザ名。
• Total Accounts Created：スポンサーによって作成されたアカウントの数。
• Email：スポンサーの電子メール アドレス。
• Phone：スポンサーの電話番号。
また、作成したアカウントの数が多いトップ 10 のスポンサーの円グラフも表示されます。

Access Report
ステップ 1

[Account Management] > [Access Report] に移動して、[Access Report] ページを開きます（図 17-25）。
図 17-25

Access Report

ステップ 2

検索条件として日付を選択し、[Show] ボタンをクリックします。

ステップ 3

スポンサーのログイン回数が表示されます。
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API サポート
この付録では、Cisco NAC ゲスト サーバの API サポートについて説明します。内容は以下のとおりで
す。

• 「概要」（P.A-1）
• 「認証要件」（P.A-1）
• 「API の操作」（P.A-2）
• 「ステータス コード」（P.A-11）
• 「エラー コード」（P.A-11）
• 「有効なタイムゾーン」（P.A-11）

概要
Cisco NAC ゲスト サーバには、POST 操作や GET 操作で HTTP または HTTPS を使用して特定の操
作を実行できる API があります。NAC ゲスト サーバの API には、
https://serveripaddress/sponsor/api/GuestAccount.php または
http://serveripaddress//sponsor/api/GuestAccount.php からアクセスできます。
この API を使用するには、次の点に注意してください。

• プログラミング言語（C、Java、Perl、PHP など）の知識が必要です。それらのプログラムを実行
してこの API を呼び出すマシンに、関連するソフトウェアをインストールする必要があります。
• Cisco TAC では、API を使用したカスタム プログラムのデバッグはサポートしません。API 呼び
出しの実行だけがサポート対象です。

認証要件
HTTP または HTTPS を使用した API へのアクセスは、「HTTP または HTTPS を使用したゲスト サー
バへのアクセス」（P.3-9）で定義した Web 管理インターフェイスの SSL の設定に基づきます。
以下のコンポーネントに対するスポンサーとして認証するには、有効なユーザ名とパスワードも必要に
なります。

• ローカル データベース
• 管理設定で定義した Active Directory サーバ
• 管理設定で定義した LDAP サーバ
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• 管理設定で定義した RADIUS サーバ
たとえば、次の呼び出しでは、ユーザ名「sponsor」とパスワード「mypass」を使用しています。
https://1.1.1.1/sponsor/api/GuestAccount.php?username=sponsor&password=mypass&method=creat
e&firstName=John&surname=Carter&email=johncart@cisco.com&role=DEFAULT&company=Cisco&mobile
Number=1234548434532&phoneCode=123&startTime=2008-10-29&endTime=2008-10-30&timezone=Europe
/London&timeProfile=StartEnd

API の操作
API を使用するには、POST 操作または GET 操作のいずれかで Cisco NAC ゲスト サーバ API に詳細
を渡します。
次の例では、GET 操作で API と Cisco NAC ゲスト サーバのバージョンを取得します。
https://1.1.1.1/sponsor/api/GuestAccount.php?username=sponsor&password=mypass&method=getVe
rsion

データはすべて XML の形式で返されます。

XML 応答
応答はすべて次のような XML 形式になります。
<?xml version="1.0"?>
<response>
<status>
<code>0</code>
<message>Success</message>
</status>
....
</response>

エラーが発生した場合は、code 要素と message 要素にエラー コードとエラー テキストが設定されま
す。内部エラーの場合は、問題の解決に役立つ開発者向けの情報を含む <details> 要素も返されます。

create
create メソッドでは、スポンサーの権限に応じてゲスト ユーザ アカウントを作成します。
必須入力パラメータ

• method（必須）：create
• username（必須）：スポンサー アカウントのユーザ名
• password（必須）：スポンサー アカウントのパスワード
• firstName（ポリシーによる）：ゲスト ユーザの名
• surname（ポリシーによる）：ゲスト ユーザの姓
• email（ポリシーによる）：ゲスト ユーザの電子メール アドレス
• role（必須）：ゲスト ユーザを作成するロール
• company（ポリシーによる）：ゲスト ユーザの会社名
• phonecode（ポリシーによる）：ゲスト ユーザの携帯電話の電話コード（+44 など）
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• mobilenumber（ポリシーによる）：ゲスト ユーザの携帯電話の番号
• timezone（必須）：ゲスト アカウントを作成するタイムゾーン（詳細については、「有効なタイム
ゾーン」（P.A-11）を参照してください）
• option1（ポリシーによる）：任意指定のデータ フィールド 1
• option2（ポリシーによる）：任意指定のデータ フィールド 2
• option3（ポリシーによる）：任意指定のデータ フィールド 3
• option4（ポリシーによる）：任意指定のデータ フィールド 4
• option5（ポリシーによる）：任意指定のデータ フィールド 5
• startTime（必須）：アカウントの開始時刻
• endTime（必須）：アカウントの終了時刻
• timeProfile（必須）：アカウントの作成時に使用する時間プロファイル

create の使用例
ステップ 1

以下の詳細を指定してゲスト アカウントを作成する例を次に示します。
名：John
姓：Carter
電子メール：johncart@cisco.com
ロール：DEFAULT（ユーザ ロール インターフェイスで作成）
会社：Cisco
携帯電話の番号：12345 48434532
電話コード：123
開始時刻：2008 年 11 月 29 日（0 時）
終了時刻：2008 年 11 月 30 日（0 時）
タイムゾーン：Europe/London
時間プロファイル：StartEnd（時間プロファイル ユーザ インターフェイスで作成）

ステップ 2

API の呼び出しは次のようになります。
http://x.x.x.x/sponsor/api/GuestAccount.php?username=local&password=local&method=create&fi
rstName=John&surname=Carter&email=johncart%40cisco.com&role=DEFAULT&company=Cisco&mobileNu
mber=12345+48434532&phoneCode=123&startTime=2008-11-29&endTime=2008-11-30&timezone=Europe%
2FLondon&timeProfile=StartEnd

ステップ 3

成功すると、次のような応答が返されます。
<?xml version="1.0"?>
<response>
<status>
<code>0</code>
<message>Success</message>
</status>
<account/>
<account>
<id>815</id>
<firstName>John</firstName>
<surname>Carter</surname>
<company>Cisco</company>
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<email>johncart@cisco.com</email>
<mobileNumber>12345 48434532</mobileNumber>
<phoneCode>123</phoneCode>
<option1/>
<option2/>
<option3/>
<option4/>
<option5/>
<username>JohnCarter10</username>
<password>!B,4N!32(F1{VJ2</password>
<status>1</status>
<bulkId/>
<timezone>Europe/London</timezone>
<startTimeT>2008-11-29T00:00:00+00:00</startTimeT>
<endTimeT>2008-11-30T00:00:00+00:00</endTimeT>
<role/>
<createdTime/>
<modifiedUsername>1</modifiedUsername>
<timeProfile>
<id>2</id>
<name>StartEnd</name>
<description/>
<duration>0</duration>
<accountType>1</accountType>
<durationUnit>Days</durationUnit>
<durationInUnits>0</durationInUnits>
<restriction>
<id>43</id>
<weekDay>1</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>08:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>45</id>
<weekDay>3</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>08:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>50</id>
<weekDay>3</weekDay>
<startTime>17:00</startTime>
<endTime>23:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>51</id>
<weekDay>4</weekDay>
<startTime>17:00</startTime>
<endTime>23:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>47</id>
<weekDay>5</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>08:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>54</id>
<weekDay>7</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>23:59</endTime>
</restriction>
</timeProfile>
</account>
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</response>

edit
edit メソッドでは、スポンサーの権限に応じて既存のユーザ アカウントを編集します。
既存のアカウントに関連付けられたフィールドを編集できますが、以下は例外です。

• 開始時刻
• ロール
• 時間プロファイル
• タイムゾーン
アカウントを編集するには、create メソッドで返されるアカウント ID を指定する必要があります。

必須入力パラメータ

• method（必須）：edit
• id（必須）：編集するアカウントのデータベース ID
• username（必須）：スポンサー アカウントのユーザ名
• password（必須）：スポンサー アカウントのパスワード
• firstName（任意）：ゲスト ユーザの名
• surname（任意）：ゲスト ユーザの姓
• email（任意）：ゲスト ユーザの電子メール アドレス
• group（任意）：ゲスト ユーザを作成するロール
• company（任意）：ゲスト ユーザの会社名
• phonecode（任意）：ゲスト ユーザの携帯電話の電話コード（+44 など）
• cellnumber（任意）：ゲスト ユーザの携帯電話の番号
• timezone（任意）：ゲスト アカウントを作成するタイムゾーン（詳細については、「有効なタイム
ゾーン」（P.A-11）を参照してください）
• option1（任意）：任意指定のデータ フィールド 1
• option2（任意）：任意指定のデータ フィールド 2
• option3（任意）：任意指定のデータ フィールド 3
• option4（任意）：任意指定のデータ フィールド 4
• option5（任意）：任意指定のデータ フィールド 5
• startTime（任意）：アカウントの開始時刻
• endTime（任意）：アカウントの終了時刻
• timeProfile（任意）：アカウントの作成時に使用する時間プロファイル

edit の使用例
ID が 794 であるアカウントの携帯電話の番号を変更する例を次に示します。
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http://x.x.x.x/sponsor/api/GuestAccount.php?username=local&password=local&method=edit&id=7
94&mobileNumber=12345678

getDetails メソッドを使用した場合と同様に、アカウントのすべての詳細が返されます。
<?xml version="1.0"?>
<response>
<status>
<code>0</code>
<message>Success</message>
</status>
<account/>
<account>
<id>794</id>
<firstName>John</firstName>
<surname>Carter</surname>
<company>Cisco</company>
<email>johncart@cisco.com</email>
<mobileNumber>12345678</mobileNumber>
<phoneCode>123</phoneCode>
<option1>1</option1>
<option2>1</option2>
<option3>1</option3>
<option4>1</option4>
<option5>1</option5>
<username>jcarter</username>
<password>cisco</password>
<status>1</status>
<bulkId/>
<timezone>Europe/London</timezone>
<startTimeT>2008-10-28T00:00:00+00:00</startTimeT>
<endTimeT>2008-10-29T00:00:00+00:00</endTimeT>
<role/>
<createdTime/>
<modifiedUsername/>
<usage>
<startTime>2008-08-07T04:06:32+01:00</startTime>
<endTime>2008-08-07T04:06:33+01:00</endTime>
<ipAddress>4.5.6.7</ipAddress>
</usage>
<usage>
<startTime>2008-10-02T22:00:00+01:00</startTime>
<endTime>2008-10-03T00:30:00+01:00</endTime>
<ipAddress>4.5.6.7</ipAddress>
</usage>
<timeProfile>
<id>2</id>
<name>StartEnd</name>
<description/>
<duration>0</duration>
<accountType>1</accountType>
<durationUnit>Days</durationUnit>
<durationInUnits>0</durationInUnits>
<restriction>
<id>43</id>
<weekDay>1</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>08:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>45</id>
<weekDay>3</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
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<endTime>08:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>50</id>
<weekDay>3</weekDay>
<startTime>17:00</startTime>
<endTime>23:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>51</id>
<weekDay>4</weekDay>
<startTime>17:00</startTime>
<endTime>23:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>47</id>
<weekDay>5</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>08:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>54</id>
<weekDay>7</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>23:59</endTime>
</restriction>
</timeProfile>
</account>
</response>

getDetails
getDetails API では、スポンサーの権限に応じてユーザのアカウントの詳細を取得します。
必須入力パラメータ
• method（必須）：getDetails

• username（必須）：スポンサー アカウントのユーザ名
• password（必須）：スポンサー アカウントのパスワード
• id（1 つは必須）：取得するアカウントの ID

getDetails の使用例
ステップ 1

既存のアカウントの詳細を取得するには、getDetails API 呼び出しを使用し、create メソッドで返され
るアカウントの ID を渡します。
http://x.x.x.x/sponsor/api/GuestAccount.php?username=local&password=local&method=getDetail
s&id=815

ステップ 2

成功すると、次のような応答が返されます。
<?xml version="1.0"?>
<response>
<status>
<code>0</code>
<message>Success</message>
</status>
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<account/>
<account>
<id>815</id>
<firstName>John</firstName>
<surname>Carter</surname>
<company>Cisco</company>
<email>johncart@cisco.com</email>
<mobileNumber>12345 48434532</mobileNumber>
<phoneCode>123</phoneCode>
<option1>aaa</option1>
<option2>bbb</option2>
<option3/>
<option4>ddd</option4>
<option5>eee</option5>
<username>jcarter</username>
<status>1</status>
<bulkId/>
<timezone>Europe/London</timezone>
<startTimeT>2008-10-29T00:00:00+00:00</startTimeT>
<endTimeT>2008-10-30T00:00:00+00:00</endTimeT>
<role/>
<createdTime/>
<modifiedUsername/>
<usage>
<startTime>2008-08-07T04:06:32+01:00</startTime>
<endTime>2008-08-07T04:06:33+01:00</endTime>
<ipAddress>4.5.6.7</ipAddress>
</usage>
<usage>
<startTime>2008-10-02T22:00:00+01:00</startTime>
<endTime>2008-10-03T00:30:00+01:00</endTime>
<ipAddress>4.5.6.7</ipAddress>
</usage>
<timeProfile>
<id>2</id>
<name>StartEnd</name>
<description/>
<duration>0</duration>
<accountType>1</accountType>
<durationUnit>Days</durationUnit>
<durationInUnits>0</durationInUnits>
<restriction>
<id>43</id>
<weekDay>1</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>08:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>45</id>
<weekDay>3</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>08:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>50</id>
<weekDay>3</weekDay>
<startTime>17:00</startTime>
<endTime>23:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>51</id>
<weekDay>4</weekDay>
<startTime>17:00</startTime>
<endTime>23:59</endTime>
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</restriction>
<restriction>
<id>47</id>
<weekDay>5</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>08:59</endTime>
</restriction>
<restriction>
<id>54</id>
<weekDay>7</weekDay>
<startTime>00:00</startTime>
<endTime>23:59</endTime>
</restriction>
</timeProfile>
</account>
</response>

suspend
suspend メソッドでは、スポンサーの権限に応じてユーザ アカウントを一時停止します。
必須入力パラメータ

• method（必須）：suspend
• username（必須）：スポンサー アカウントのユーザ名
• password（必須）：スポンサー アカウントのパスワード
• id（必須）：一時停止するアカウントのデータベース ID

suspend の使用例
suspend メソッドを実行すると、アカウントが一時停止され、getDetails を実行した場合と同じ XML
応答が返されます。
http://x.x.x.x/sponsor/api/GuestAccount.php?username=local&password=local&method=suspend&&
&&id=815

notifyEmail
notifyEmail メソッドでは、ゲストの電子メール アカウントに電子メール メッセージを送信します。
getDetails を実行した場合と同じ XML が返されます。
必須入力パラメータ
• method（必須）：notifyEmail

• username（必須）：スポンサー アカウントのユーザ名
• password（必須）：スポンサー アカウントのパスワード
• id（必須）：電子メールを送信するアカウントのデータベース ID
• from（必須）：電子メールの送信元の電子メール アドレス
• to（必須）：電子メールの送信先の電子メール アドレス
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notifyEmail の使用例
http://x.x.x.x/sponsor/api/GuestAccount.php?username=local&password=local&method=notifyEma
il.&&&&id=815.

notifySms
notifySms メソッドでは、ゲストの携帯電話に SMS メッセージを送信します。getDetails を実行した場
合と同じ XML が返されます。
必須入力パラメータ

• method（必須）：notifySms
• username（必須）：スポンサー アカウントのユーザ名
• password（必須）：スポンサー アカウントのパスワード
• id（必須）：電子メールを送信するアカウントのデータベース ID

notifySms の使用例
http://x.x.x.x/sponsor/api/GuestAccount.php?username=local&password=local&method=notifySms
&&&&id=815.

getVersion
getVersion メソッドでは、現在の API のバージョンを表示します。
必須入力パラメータ
• method（必須）：getVersion

• username（必須）：スポンサー アカウントのユーザ名
• password（必須）：スポンサー アカウントのパスワード

getVersion の使用例
呼び出しの結果、次のような形式の応答が返されます。
<?xml version="1.0"?>
<response>
<status>
<code>0</code>
<message>Success</message>
</status>
<appName>Cisco NAC Guest Server</appName>
<version>2.0</version>
<majorVersion>2</majorVersion>
<minorVersion>0</minorVersion>
<buildNumber>1</buildNumber>
<builtOn>2008-11-05 14:55</builtOn>
</response>
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ステータス コード
アカウントのステータスは XML で返されます。次の値があります。

• ステータスが非アクティブ = 1
• ステータスがアクティブ = 2
• ステータスが失効 = 3
• ステータスが一時停止 = 4

エラー コード
応答の <code> 要素に以下のエラー コードが返されます。
値：説明

• 値 0：エラーはありません。
• 値 1：内部アプリケーション エラーです。
• 値 100：スポンサーのユーザ名やパスワードが正しくありません。
• 値 101：HTTPS で API にアクセスできません（管理者が制御）。
• 値 102：HTTP で API にアクセスできません（管理者が制御）。
• 値 1000：必須のフィールドで指定されていないものがあります（メッセージ内にリスト表示され
ます）。

• 値 1001：SMS メッセージの送信は管理者によってディセーブルにされています。
• 値 1002：電子メールの送信は管理者によってディセーブルにされています。
• 値 1003：渡されたアカウント ID が存在しません。
• 値 1004：正しく指定されていないフィールドがあります（メッセージ内にリスト表示されます）。
• 値 1005：edit メソッドで変更できないフィールドがあります。

有効なタイムゾーン
Africa/Abidjan Africa/Accra Africa/Addis_Ababa Africa/Algiers Africa/Asmara Africa/Bamako
Africa/Bangui Africa/Banjul Africa/Bissau Africa/Blantyre Africa/Brazzaville Africa/Bujumbura
Africa/Cairo Africa/Casablanca Africa/Ceuta Africa/Conakry Africa/Dakar Africa/Dar_es_Salaam
Africa/Djibouti Africa/Douala Africa/El_Aaiun Africa/Freetown Africa/Gaborone Africa/Harare
Africa/Johannesburg Africa/Kampala Africa/Khartoum Africa/Kigali Africa/Kinshasa Africa/Lagos
Africa/Libreville Africa/Lome Africa/Luanda Africa/Lubumbashi Africa/Lusaka Africa/Malabo
Africa/Maputo Africa/Maseru Africa/Mbabane Africa/Mogadishu Africa/Monrovia Africa/Nairobi
Africa/Ndjamena Africa/Niamey Africa/Nouakchott Africa/Ouagadougou Africa/Porto-Novo
Africa/Sao_Tome Africa/Tripoli Africa/Tunis Africa/Windhoek America/Adak America/Anchorage
America/Anguilla America/Antigua America/Araguaina America/Argentina/Buenos_Aires
America/Argentina/Catamarca America/Argentina/Cordoba America/Argentina/Jujuy
America/Argentina/La_Rioja America/Argentina/Mendoza America/Argentina/Rio_Gallegos
America/Argentina/San_Juan America/Argentina/Tucuman America/Argentina/Ushuaia America/Aruba
America/Asuncion America/Atikokan America/Bahia America/Barbados America/Belem
America/Belize America/Blanc-Sablon America/Boa_Vista America/Bogota America/Boise
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America/Cambridge_Bay America/Campo_Grande America/Cancun America/Caracas
America/Cayenne America/Cayman America/Chicago America/Chihuahua America/Costa_Rica
America/Cuiaba America/Curacao America/Danmarkshavn America/Dawson America/Dawson_Creek
America/Denver America/Detroit America/Dominica America/Edmonton America/Eirunepe
America/El_Salvador America/Fortaleza America/Glace_Bay America/Godthab America/Goose_Bay
America/Grand_Turk America/Grenada America/Guadeloupe America/Guatemala America/Guayaquil
America/Guyana America/Halifax America/Havana America/Hermosillo America/Indiana/Indianapolis
America/Indiana/Knox America/Indiana/Marengo America/Indiana/Petersburg
America/Indiana/Tell_City America/Indiana/Vevay America/Indiana/Vincennes
America/Indiana/Winamac America/Inuvik America/Iqaluit America/Jamaica America/Juneau
America/Kentucky/Louisville America/Kentucky/Monticello America/La_Paz America/Lima
America/Los_Angeles America/Maceio America/Managua America/Manaus America/Martinique
America/Mazatlan America/Menominee America/Merida America/Mexico_City America/Miquelon
America/Moncton America/Monterrey America/Montevideo America/Montreal America/Montserrat
America/Nassau America/New_York America/Nipigon America/Nome America/Noronha
America/North_Dakota/Center America/North_Dakota/New_Salem America/Panama
America/Pangnirtung America/Paramaribo America/Phoenix America/Port-au-Prince
America/Port_of_Spain America/Porto_Velho America/Puerto_Rico America/Rainy_River
America/Rankin_Inlet America/Recife America/Regina America/Resolute America/Rio_Branco
America/Santiago America/Santo_Domingo America/Sao_Paulo America/Scoresbysund
America/Shiprock America/St_Johns America/St_Kitts America/St_Lucia America/St_Thomas
America/St_Vincent America/Swift_Current America/Tegucigalpa America/Thule
America/Thunder_Bay America/Tijuana America/Toronto America/Tortola America/Vancouver
America/Whitehorse America/Winnipeg America/Yakutat America/Yellowknife Antarctica/Casey
Antarctica/Davis Antarctica/DumontDUrville Antarctica/Mawson Antarctica/McMurdo
Antarctica/Palmer Antarctica/Rothera Antarctica/South_Pole Antarctica/Syowa Antarctica/Vostok
Arctic/Longyearbyen Asia/Aden Asia/Almaty Asia/Amman Asia/Anadyr Asia/Aqtau Asia/Aqtobe
Asia/Ashgabat Asia/Baghdad Asia/Bahrain Asia/Baku Asia/Bangkok Asia/Beirut Asia/Bishkek
Asia/Brunei Asia/Calcutta Asia/Choibalsan Asia/Chongqing Asia/Colombo Asia/Damascus Asia/Dhaka
Asia/Dili Asia/Dubai Asia/Dushanbe Asia/Gaza Asia/Harbin Asia/Hong_Kong Asia/Hovd Asia/Irkutsk
Asia/Jakarta Asia/Jayapura Asia/Jerusalem Asia/Kabul Asia/Kamchatka Asia/Karachi Asia/Kashgar
Asia/Katmandu Asia/Krasnoyarsk Asia/Kuala_Lumpur Asia/Kuching Asia/Kuwait Asia/Macau
Asia/Magadan Asia/Makassar Asia/Manila Asia/Muscat Asia/Nicosia Asia/Novosibirsk Asia/Omsk
Asia/Oral Asia/Phnom_Penh Asia/Pontianak Asia/Pyongyang Asia/Qatar Asia/Qyzylorda Asia/Rangoon
Asia/Riyadh Asia/Saigon Asia/Sakhalin Asia/Samarkand Asia/Seoul Asia/Shanghai Asia/Singapore
Asia/Taipei Asia/Tashkent Asia/Tbilisi Asia/Tehran Asia/Thimphu Asia/Tokyo Asia/Ulaanbaatar
Asia/Urumqi Asia/Vientiane Asia/Vladivostok Asia/Yakutsk Asia/Yekaterinburg Asia/Yerevan
Atlantic/Azores Atlantic/Bermuda Atlantic/Canary Atlantic/Cape_Verde Atlantic/Faroe
Atlantic/Jan_Mayen Atlantic/Madeira Atlantic/Reykjavik Atlantic/South_Georgia Atlantic/Stanley
Atlantic/St_Helena Australia/Adelaide Australia/Brisbane Australia/Broken_Hill Australia/Currie
Australia/Darwin Australia/Eucla Australia/Hobart Australia/Lindeman Australia/Lord_Howe
Australia/Melbourne Australia/Perth Australia/Sydney Europe/Amsterdam Europe/Andorra
Europe/Athens Europe/Belgrade Europe/Berlin Europe/Bratislava Europe/Brussels Europe/Bucharest
Europe/Budapest Europe/Chisinau Europe/Copenhagen Europe/Dublin Europe/Gibraltar
Europe/Guernsey Europe/Helsinki Europe/Isle_of_Man Europe/Istanbul Europe/Jersey
Europe/Kaliningrad Europe/Kiev Europe/Lisbon Europe/Ljubljana Europe/London Europe/Luxembourg
Europe/Madrid Europe/Malta Europe/Mariehamn Europe/Minsk Europe/Monaco Europe/Moscow
Europe/Oslo Europe/Paris Europe/Podgorica Europe/Prague Europe/Riga Europe/Rome Europe/Samara
Europe/San_Marino Europe/Sarajevo Europe/Simferopol Europe/Skopje Europe/Sofia
Europe/Stockholm Europe/Tallinn Europe/Tirane Europe/Uzhgorod Europe/Vaduz Europe/Vatican
Europe/Vienna Europe/Vilnius Europe/Volgograd Europe/Warsaw Europe/Zagreb Europe/Zaporozhye
Europe/Zurich Indian/Antananarivo Indian/Chagos Indian/Christmas Indian/Cocos Indian/Comoro
Indian/Kerguelen Indian/Mahe Indian/Maldives Indian/Mauritius Indian/Mayotte Indian/Reunion
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Pacific/Apia Pacific/Auckland Pacific/Chatham Pacific/Easter Pacific/Efate Pacific/Enderbury
Pacific/Fakaofo Pacific/Fiji Pacific/Funafuti Pacific/Galapagos Pacific/Gambier Pacific/Guadalcanal
Pacific/Guam Pacific/Honolulu Pacific/Johnston Pacific/Kiritimati Pacific/Kosrae Pacific/Kwajalein
Pacific/Majuro Pacific/Marquesas Pacific/Midway Pacific/Nauru Pacific/Niue Pacific/Norfolk
Pacific/Noumea Pacific/Pago_Pago Pacific/Palau Pacific/Pitcairn Pacific/Ponape Pacific/Port_Moresby
Pacific/Rarotonga Pacific/Saipan Pacific/Tahiti Pacific/Tarawa Pacific/Tongatapu Pacific/Truk
Pacific/Wake Pacific/Wallis
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本ソフトウェア ライセンスに関連する通知内容を以下に示します。

OpenSSL/Open SSL Project
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/).
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

License Issues
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the
original SSLeay license apply to the toolkit.See below for the actual license texts.Actually both licenses
are BSD-style Open Source licenses.In case of any license issues related to OpenSSL please contact
openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License:
Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project.All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)".
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission.For written permission, please
contact openssl-core@openssl.org.
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5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in
their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)".
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).This product
includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License:
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com).All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are
adhered to.The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.The SSL documentation included with this distribution is
covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.If
this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the
library used.This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online
or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)".
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not
cryptography-related.
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written
by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)".
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The license and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be
changed.i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution license [including the
GNU Public License].
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