
ゲストアクセスのユーザインターフェイス

のリファレンス

• ゲストポータル設定, 1 ページ

• スポンサーポータルアプリケーションの設定, 28 ページ

• グローバル設定（Global Settings）, 36 ページ

ゲストポータル設定

ポータル ID 設定
これらの設定へのナビゲーションパスは、[設定（Configure）] > [ゲストポータルまたはスポン
サーポータル（Guest Portals or Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit orDuplicate）]
> [ゲストポータルおよびスポンサーポータルの設定とカスタマイズ（Guest Portals or Sponsor
Portals Settings and Customization）]です。
これらの設定を使用して、ポータルを特定し、すべてのポータルページで使用する言語ファイル

を選択します。
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使用上のガイドラインフィールド

このポータルにアクセスするための一意のポー

タル名を入力します。このポータル名を、その

他のスポンサーやゲストポータルおよび非ゲス

トポータル（ブラックリスト、個人所有デバイ

ス持ち込み（BYOD）、クライアントプロビ
ジョニング、モバイルデバイス管理（MDM）、
またはデバイスの各ポータル）に使用しないで

ください。

この名前は、許可プロファイルのポータルの選

択でリダイレクションの選択肢として表示さ

れ、ポータルのリストで他のポータルの中から

簡単に識別するために使用されます。

ポータル名（Portal Name）

これはオプションです。説明

[保存（Save）]をクリックした後にリンクとし
て表示されるシステムにより生成されたURL。
ポータルをテストするために使用します。

リンクをクリックすると新しいブラウザタブが

開き、ポリシーサービスがオンになっているポ

リシーサービスノード（PSN）によって提供さ
れているこのポータルのURLが表示されます。
ポリシーサービスがオンになっていない場合、

PSNは管理者ポータル以外のポータルのWeb
ページを提供しません。

テストポータルは RADIUSセッショ
ンをサポートしていないため、すべて

のポータルに対するポータルフロー

の全体は表示されません。BYODおよ
びクライアントプロビジョニングは

RADIUSセッションに依存するポータ
ルの例です。たとえば、外部 URLへ
のリダイレクションは機能しません。

（注）

ポータルテスト URL（Portal test URL）
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使用上のガイドラインフィールド

各ポータルタイプは、デフォルトで 15種類の
言語をサポートします。これらの言語は、個々

のプロパティファイルとして使用できます。こ

れらのファイルは、圧縮された単一の言語ファ

イル内にまとめてバンドルされています。ポー

タルで使用する圧縮言語ファイルをエクスポー

トまたはインポートします。圧縮言語ファイル

には、ポータルのテキストを表示するために使

用可能な個別の言語ファイルがすべて含まれて

います。

言語ファイルには、その言語のポータル全体の

すべての文字列設定に加え、特定のブラウザの

ロケール設定（例：フランス語の場合は fr、
fr-fr、fr-ca）へのマッピングが含まれています。
1つの言語ファイルには、翻訳およびローカリ
ゼーションの目的に容易に使用できるように、

サポートされるすべての言語が含まれていま

す。

1つの言語用のブラウザロケール設定を変更し
た場合、変更内容は他のすべてのエンドユーザ

Webポータルに適用されます。たとえば、ホッ
トスポットゲストポータルの French.properties
ブラウザロケールを fr,fr-fr,fr-caから fr,fr-frに
変更すると、この変更内容がデバイスポータル

にも適用されます。

言語ファイル（Language File）

ホットスポットゲストポータルのポータル設定

これらの設定へのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（GuestAccess）] > [設定（Configure）]
> [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポー
タルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ポータル設定（Portal
Settings）]です。

• HTTPSポート（HTTPS Port）：8000～ 8999の範囲のポート値を入力します。デフォルト値
はすべてのデフォルトポータルで 8443です。ただし、ブラックリストポータルは 8444で
す。この範囲外のポート値を使用してアップグレードした場合は、このページで変更を加え

るまで維持されます。このページを変更する場合は、この制限に従うようにポート設定を更

新します。

ゲストポータルに非ゲストポータル（デバイスなど）によって使用されるポートを割り当

てると、エラーメッセージが表示されます。
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•使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）：ポータルを実行できる PSNインターフェ
イスを選択します。PSNで使用可能なインターフェイスを備えたPSNのみがポータルを作成
できます。物理インターフェイスの任意の組み合わせを設定できます。これはPSN全体の設
定です。すべてのポータルはこれらのインターフェイスでのみ動作し、このインターフェイ

ス設定はすべての PSNに適用されます。

◦異なるサブネット上の IPアドレスを使用してイーサネットインターフェイスを設定す
る必要があります。

◦ここで有効にするインターフェイスは、ポリシーサービスがオンになっているときの
VMベースのものを含む、すべてのPSNで使用できるものでなければなりません。これ
は、これらのすべての PSNがゲストセッションの開始時にリダイレクトに使用される
可能性があるため必須です。

◦ポータルの証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替名はインターフェイス IPに
解決する必要があります。

◦ ISE CLIで ip host x.x.x.x yyy.domain.comを設定して、セカンダリインターフェイス IP
をFQDNにマッピングします。これは、証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替
名と一致させるために使用されます。

•証明書グループタグ（Certificate group tag）：ポータルの HTTPSトラフィックに使用する証
明書グループのグループタグを選択します。

•エンドポイント IDグループ（Endpoint identity group）：ゲストのデバイスを追跡するための
エンドポイント IDグループを選択します。Cisco ISEはデフォルトとして使用する
GuestEndpointsのエンドポイント IDグループを提供します。デフォルトを使用しない場合、
追加のエンドポイント IDグループを作成することもできます。

従業員のデバイスを追跡するためのエンドポイント IDグループを選択します。Cisco ISEは
デフォルトとして使用する RegisteredDevicesのエンドポイント IDグループを提供します。
デフォルトを使用しない場合、追加のエンドポイント IDグループを作成することもできま
す。

• __日に達した場合にこの IDグループ内のエンドポイントを消去する（Purge endpoints in this
identity group when they reach __ days）：Cisco ISEデータベースから消去されるまでの、ユー
ザのデバイスの登録からの日数を変更します。消去は毎日実行され、消去アクティビティは

全体的な消去タイミングと同期されます。変更は、このエンドポイント IDグループ全体に
適用されます。その他のポリシー条件に基づいてエンドポイント消去ポリシーに変更が加え

られた場合、この設定は使用できなくなります。

•表示言語（Display Language）：ポータルで使用する言語を指定します。ユーザのブラウザ
ロケール設定を使用してブラウザロケールが使用できない場合には別の言語にフォールバッ

クするか、またはポータルで常に 1つの言語が使用されるように強制します。

   Cisco Identity Services Engine 管理者ガイドリリース 2.0
4

ゲストアクセスのユーザインターフェイスのリファレンス

ホットスポットゲストポータルのポータル設定



ホットスポットゲストポータルの利用規定（AUP）ページ設定
このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポー
タルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [利用規定（AUP）ページ設
定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に対して

AUPエクスペリエンスを定義します。

使用上のガイドラインフィールド

会社のネットワーク使用諸条件を、別のページ

でユーザに表示します。

AUPページを含める（Include an AUP page）

複数のゲストがネットワークへのアクセスを獲

得ために使用する必要があるログインクレデン

シャルとして、アクセスコードを割り当てま

す。アクセスコードは、物理的に存在するゲス

トに対して指定される、主にローカルで認識さ

れるコードです（ホワイトボードによって視覚

的に、またはロビーアンバサダーにより口頭

で）。これは、ネットワークにアクセスするた

めに部外者に認知されることも使用されること

もありません。

個別のゲストにログインクレデンシャルとして

提供されるユーザ名とパスワードに加えて、こ

のオプションを使用できます。

アクセスコードが必要（Require an access code）

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ホットスポットポータルのポストアクセスバナーページ設定

このページのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] >
[ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータ
ルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [アクセス後のバナーページ
設定（Post-Access Banner Page Settings）]です。
この設定を使用して、ゲストにアクセスステータスおよび必要に応じてその他の追加アクション

を通知します。
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使用上のガイドラインフィールド

ゲストが正常に認証された後、ネットワークア

クセスを付与される前に追加情報を表示しま

す。

アクセス後バナーページを含める（Include a
Post-Access Banner page）

クレデンシャルを持つゲストポータルのポータル設定

これらの設定へのナビゲーションパスは、[設定（Configure）] > [ゲストポータル（Guest Portals）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit orDuplicate）] > [ポータルの動作およびフローの設定（Portal
Behavior and Flow Settings）] > [ポータル設定（Portal Settings）]です。

• HTTPSポート（HTTPS port）：8000～ 8999の範囲のポート値を入力します。デフォルト値
はすべてのデフォルトポータルで 8443です。ただし、ブラックリストポータルは 8444で
す。ISEにアップグレード済みで、この範囲外のポート値を使用した場合は、このページで
変更するまで維持されます。このページを変更する場合、この制限に従うようにポート設定

を変更する必要があります。

ゲストポータルに非ゲストポータル（マイデバイスなど）によって使用されるポートを割

り当てると、エラーメッセージが表示されます。

•使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）：このポータルが動作するPSNインターフェ
イスを選択します。PSNで使用可能なインターフェイスを備えたPSNのみがポータルを作成
できます。物理およびボンディングされたインターフェイスの任意の組み合わせを設定でき

ます。これはPSN全体の設定です。すべてのポータルはこれらのインターフェイスでのみ動
作し、このインターフェイス設定はすべての PSNに適用されます。

◦イーサネットインターフェイスは、異なるサブネット上の IPアドレスを使用する必要
があります。

◦ここで有効にするインターフェイスは、VMベースのものを含む（ポリシーサービスが
稼働している場合）、ポータルを実行しているすべての PSNで使用可能である必要が
あります。これは、これらのすべての PSNがゲストセッションの開始時にリダイレク
トに使用される可能性があるため必須です。

◦ポータルの証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替名はインターフェイス IPに
解決する必要があります。インターフェイス IPがドメインと同じでなければ、インター
フェイス IPを証明書内の FQDNにマップできるように、ISE CLIで ip host x.x.x.x
yyy.domain.comを設定します。

•証明書グループタグ（Certificate group tag）：ポータルの HTTPSトラフィックに使用する証
明書グループのグループタグを選択します。

•認証方式（Authentication Method）：ユーザ認証に使用する IDソース順序（ISS）または ID
プロバイダ（IdP）を選択します。 ISSは、ユーザクレデンシャルを確認するために順番に
検索される IDストアのリストです。たとえば、内部ゲストユーザ、内部ユーザ、Active
Directory、LDAPディレクトリなどがあります。
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Cisco ISEには、スポンサーポータル Sponsor_Portal_Sequence用のデフォルトのスポンサー
IDソース順序が含まれています。

•エンドポイント IDグループ（Endpoint IdentityGroup）：ゲストのデバイスを追跡するための
エンドポイント IDグループを選択します。Cisco ISEはデフォルトとして使用する
GuestEndpointsのエンドポイント IDグループを提供します。デフォルトを使用しない場合、
追加のエンドポイント IDグループを作成することもできます。

従業員のデバイスを追跡するためのエンドポイント IDグループを選択します。Cisco ISEは
デフォルトとして使用する RegisteredDevicesのエンドポイント IDグループを提供します。
デフォルトを使用しない場合、追加のエンドポイント IDグループを作成することもできま
す。

•表示言語（Display Language）：ポータルで使用する言語を指定します。ユーザのブラウザ
ロケール設定を使用してブラウザロケールが使用できない場合には別の言語にフォールバッ

クするか、またはポータルで常に 1つの言語が使用されるように強制します。

ポータル設定ルール

同じ HTTPSポートに割り当てられたポータルは、同じギガビットイーサネットインターフェイ
スまたは別のインターフェイスを使用できます。これらのポータルが同じポートとインターフェ

イスの組み合わせを使用している場合、同じ証明書グループタグを使用する必要があります。次

に例を示します。

•有効な組み合わせには次が含まれます。

◦スポンサーポータル：ポート8443、インターフェイス0、証明書タグA、およびデバイ
スポータル：ポート 8443、インターフェイス 0、証明書グループ A

◦スポンサーポータル：ポート8443、インターフェイス0、証明書グループA、およびデ
バイスポータル：ポート 8445、インターフェイス 0、証明書グループ B

◦スポンサーポータル：ポート8444、インターフェイス1、証明書グループA、およびブ
ラックリストポータル：ポート 8444、インターフェイス 0、証明書グループ B

•無効な組み合わせには次が含まれます。

◦スポンサーポータル：ポート8443、インターフェイス0、証明書グループA、およびデ
バイスポータル：8443、インターフェイス 0、証明書グループ B

◦スポンサーポータル：ポート8444、インターフェイス0、証明書タグA、およびブラッ
クリストポータル：ポート 8444、インターフェイス 0、証明書グループ A

クレデンシャルを持つゲストポータルのログインページ設定

このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [ゲストポータル
（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータルの動作および
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フローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ログインページの設定（Login Page Settings）]
です。

これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）のログイン

のエクスペリエンス、ログイン試行失敗のパラメータ、およびこのページについてのAUP情報を
定義します。

使用上のガイドラインフィールド

複数のゲストがネットワークへのアクセスを獲

得ために使用する必要があるログインクレデン

シャルとして、アクセスコードを割り当てま

す。アクセスコードは、物理的に存在するゲス

トに対して指定される、主にローカルで認識さ

れるコードです（ホワイトボードによって視覚

的に、またはロビーアンバサダーにより口頭

で）。これは、ネットワークにアクセスするた

めに部外者に認知されることも使用されること

もありません。

個別のゲストにログインクレデンシャルとして

提供されるユーザ名とパスワードに加えて、こ

のオプションを使用できます。

アクセスコードが必要（Require an access code）

Cisco ISEがアカウントのスロットルを開始する
までの単一のブラウザセッションからのログイ

ン試行失敗回数を指定します。これにより、ア

カウントのロックアウトは起きません。ログイ

ン失敗がこの回数に達した後のログイン試行の

間隔を [頻度制限時のログイン試行間隔（Time
between login attempts when rate limiting）]で指
定できます。

頻度制限までの最大ログイン試行失敗数

（Maximum failed login attempts before rate
limiting）

[頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）]で定義された回数のログインの失敗
後に、ユーザが再度ログインを試行するまでに

待機する必要がある時間を分単位で設定しま

す。

頻度制限時のログイン試行間隔（Time between
login attempts when rate limiting）

会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー

ザに表示されるページ上のテキストとして、ま

たは AUPテキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。

AUPをページに含める/AUPをリンクとして含
める（Include an AUP (on page/as link)）
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使用上のガイドラインフィールド

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、

ユーザは AUPに同意する必要があります。[ロ
グイン（Login）]ボタンは、ユーザが AUPを
受け入れない場合は有効になりません。ユーザ

が AUPに同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

同意が必要（Require acceptance）

このオプションは、[AUPをページに含める
（Include an AUP on page）]が有効である場合
のみ表示されます。

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ゲストが自身を登録できるようにこのポータル

のログインページのオプションを提供します。

このオプションが選択されていない場合は、ス

ポンサーがゲストアカウントを作成します。こ

れを有効にすることで、このページのタブが有

効になり、[アカウント登録ページの設定
（Self-Registration Page Settings）]および [アカ
ウント登録成功ページの設定（Self-Registration
Success Page Settings）]を設定できます。

ゲストがこのオプションを選択した場合、自身

のゲストアカウントを作成するために必要な情

報を入力できるアカウント登録フォームが示さ

れます。

ゲストに自分自身のアカウントの作成を許可

（Allow guests to create their own accounts）

ゲストが正常に認証され、AUPに同意した後
に、ゲストに必要に応じてパスワードを変更す

ることを許可します。

ゲストが自分のパスワードを変更した場合、ス

ポンサーはゲストにログインクレデンシャル情

報を提供できません。スポンサーは、ゲストの

パスワードをランダムパスワードにリセットす

ることだけが可能です。

ゲストにログイン後のパスワード変更を許可

（Allow guests to change password after login）
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クレデンシャルを持つゲストポータルのアカウント登録ページの設定

このページのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] >
[ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータ
ルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [アカウント登録ページ設定
（Self Registration Page Settings）]です。これらの設定を使用して、ゲストが自身を登録し、提供
する必要がある情報をアカウント登録フォームで指定できるようにします。

使用上のガイドラインフィールド

このポータルを使用してアカウント登録したす

べてのゲストが割り当てられる必要があるゲス

トのタイプを選択します。

アカウント登録したゲストをゲストタイプに割

り当てる（Assign self-registered guests to guest
type）

アカウントの有効期間を、日、時間、または分

で指定します。この期間を超過した場合、管理

者またはスポンサーがスポンサーポータルでア

カウント有効期間を延長した場合を除き、アカ

ウントは失効します。

アカウントの有効期間（Account valid for）

アカウント登録ゲストがアカウント登録フォー

ムを正常に送信するために入力する必要がある

コードを割り当てます。部外者がシステムにア

クセスすることを防ぐために、アクセスコード

と同様に、登録コードはオフラインで提供され

ます。

アカウント登録に登録コードを必要とする

（Require a registration code for self registration）

アカウント登録フォームに表示するフィールド

のチェックボックスをオンにします。その後、

ゲストがこのフォームを送信してゲストアカウ

ントを受信するために入力が必須であるフィー

ルドのチェックボックスをオンにします。アカ

ウント登録ゲストから重要な情報を収集するた

めに、[SMSサービスプロバイダー（SMS
ServiceProvider）]および [訪問先担当者（Person
being Visited）]フィールドを必須にすることが
できます。

含めるフィールド/必須（Fields to include /
Required）
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使用上のガイドラインフィールド

アカウント登録のゲストが定義済みリストを使

用して登録時に選択できる場所を入力します。

これにより、これらのゲストの有効なアクセス

時間として自動的に関連するタイムゾーンが割

り当てられます。場所の名前は、選択時に混乱

を回避するために具体的にする必要があります

（たとえば、ボストンオフィス、500 Park Ave
New York、シンガポールなど）

1つの場所のみを指定した場合は、デフォルト
の場所として自動的に割り当てられ、ポータル

ではゲストに表示されません。また、[場所
（Location）]は、[含めるフィールド（Fields to
include）]のリスト内で無効になります。

ゲストは次の中から自分の時間帯を選択してタ

イムゾーンを設定できる（Guests can choose from
these locations to set their time zone）

アカウント登録フォームに SMSプロバイダー
を表示して、アカウント登録ゲストが自分の

SMSプロバイダーを選択できるようにします。
これで、会社の経費を最小化するために、ゲス

トの SMSサービスを使用して SMS通知を送信
できるようになります。

SMSサービスプロバイダー（SMS Service
Provider）

アカウント登録フォームに表示される SMSプ
ロバイダーを選択します。

ゲストが使用できるデフォルトの SMSプロバ
イダーとして1つのみを選択した場合は、アカ
ウント登録フォームに表示されません。

ゲストは、これらの SMSプロバイダーから選
択できる（Guests can choose from these SMS
providers）

アカウント登録ゲストから収集する任意の追加

情報を選択します。その後、ゲストがアカウン

ト登録フォームを送信してゲストアカウントを

受信するために入力が必須であるフィールドの

チェックボックスをオンにします。これらの

フィールドは名前のアルファベット順に表示さ

れます。

カスタムフィールド（Custom Fields）

会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー

ザに表示されるページ上のテキストとして、ま

たは AUPテキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。

AUPをページに含める/AUPをリンクとして含
める（Include an AUP (on page/as link)）
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使用上のガイドラインフィールド

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、

ユーザはAUPに同意する必要があります。[ロ
グイン（Login）]ボタンは、ユーザが AUPを
受け入れない場合は有効になりません。ユーザ

が AUPに同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

同意が必要（Require acceptance）

このオプションは、[AUPをページに含める
（Include an AUP on page）]が有効である場合
のみ表示されます。

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

アカウント登録ゲストが [電子メールアドレス
（Email Address）]に入力してアカウントクレ
デンシャルを正常に受信できるホワイトリスト

電子メールアドレスドメインを指定します

（例：cisco.com、example.com）。

この例では、ゲストが自分の電子メールアドレ

スとして myname@cisco.comと入力した場合、
ゲストは通常のアカウント作成後にログインク

レデンシャルを受信します。しかし、ゲストが

myname@hotmail.com（またはその他の cisco.com
または example.com以外のアドレス）を入力し
た場合、アカウントは作成されず、ゲストはク

レデンシャルを取得しません。

このフィールドを空白にした場合は、[次の電
子メールアドレスを持つゲストを許可しない

（Do not allow guests with email address from）]
にブラックリストドメインがリストされていな

い限り、すべてのドメインからの登録が可能に

なります。

次の電子メールアドレスを持つゲストのみを許

可（Only allow guests with an email address from）
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使用上のガイドラインフィールド

アカウント登録ゲストが [電子メールアドレス
（Email Address）]に入力してもアカウントク
レデンシャルを正常に受信できないブラックリ

スト電子メールアドレスドメインを指定しま

す（例：cisco.com、example.com）。

この例では、ゲストが自分の電子メールアドレ

スとして myname@cisco.comと入力した場合、
アカウントは作成されず、ゲストはログインク

レデンシャルを受信しません。

次の電子メールアドレスを持つゲストを許可し

ない（Do not allow guests with email address from）

このポータルを使用するアカウント登録ゲスト

は、ゲストのクレデンシャルを受信する前にス

ポンサーによる承認が必要であることを指定し

ます。

次に、このページの [登録の送信後のゲストの
誘導先（After registration submission, direct guest
to）]の下にある次のいずれかのオプションを
指定します。

•アカウント登録の成功ページ
（Self-Registration Success page）

•ログインクレデンシャルを取得する方法
の手順を含むログインページ（Loginpage
with instructions about how to obtain login
credentials）

• URL

有効の場合、このページの [承認後のクレデン
シャル送信手段（Send credential notification upon
approval using）]下で [電子メール（Email）]ま
たは [SMS]のいずれかまたは両方を有効にする
必要があります。

アカウント登録ゲストが承認される必要がある

（Require self-registered guests to be approved）
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使用上のガイドラインフィールド

各オプションは次のとおりです。

• [下に示すスポンサーの電子メールアドレ
ス（sponsor email addresses listed below）]：
承認者として指名されたスポンサーの電子

メールアドレス、または、すべてのゲス

トの承認要求の送信先となる電子メール

アドレスまたはメールソフトウェアを入

力します。

• [訪問先担当者（person being visited）]：[含
めるフィールド（Fields to include）]の [訪
問先担当者（Person being visited）]および
[必須（Required）]オプションも有効化さ
れます（以前に無効になっている場合）。

これらのフィールドはアカウント登録

フォームに表示され、アカウント登録ゲス

トからこの情報を要求します。

これらの担当者は、アカウント登録ゲストが承

認を要求していることが記載された電子メール

通知を受信します。

承認要求電子メール送信先（Email approval
request to）
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使用上のガイドラインフィールド

アカウント登録に成功したゲストを [アカウン
ト登録成功（Self-Registration Success）]ページ
に誘導します。このページには、[アカウント
登録成功ページの設定（Self Registration Success
PageSettings）]で指定したメッセージとフィー
ルドが表示されます。

すべての情報を表示することが望ましくない場

合があります。システムはアカウントの承認待

ち（このページで有効になっている場合）であ

るか、またはこのページで指定されたホワイト

リスト、ブラックリストドメインに基づいて電

子メールアドレスまたは電話番号にログイン

クレデンシャルを提供する可能性があるためで

す。

[アカウント登録成功ページの設定（Self
Registration Success Page Settings）]で [ゲストの
アカウント登録成功ページからの直接ログイン

を許可する（Allow guests to log in directly from
the Self-Registration Success page）]を有効にし
た場合、アカウント登録に成功したゲストはこ

のページから直接ログインすることができま

す。これが有効になっていない場合、ゲストは

[アカウント登録成功（Self-Registration
Success）]ページが表示された後にポータルの
ログインページに誘導されます。

アカウント登録の成功ページ（Self-Registration
Success page）

アカウント登録に成功したゲストをポータルの

ログインページに再び誘導し、「ゲストクレ

デンシャルが電子メール、SMS、または印刷物
で提供されるのを待ってからログインに進んで

ください。」などのメッセージを表示します。

デフォルトメッセージをカスタマイズするに

は、[ポータルページのカスタマイズ（Portal
PageCustomization）]タブをクリックして、[ア
カウント登録ページ設定（Self Registration Page
Settings）]を選択します。

システムはアカウントの承認待ち（このページ

で有効になっている場合）であるか、またはこ

のページで指定されたホワイトリスト、ブラッ

クリストドメインに基づいて電子メールアド

レスまたは電話番号にログインクレデンシャル

を提供する可能性があります。

ログインクレデンシャルを取得する方法の手順

を含むログインページ（Login page with
instructions about how to obtain login credentials）
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使用上のガイドラインフィールド

アカウント登録に成功したゲストを、アカウン

トクレデンシャルの提供を待機している間に、

指定された URLに誘導します。

システムはアカウントの承認待ち（このページ

で有効になっている場合）であるか、またはこ

のページで指定されたホワイトリスト、ブラッ

クリストドメインに基づいて電子メールアド

レスまたは電話番号にログインクレデンシャル

を提供する可能性があります。

URL

アカウント登録に成功したゲストがログインク

レデンシャルを受信する手段のオプションとし

て電子メールを選択します。このオプションを

選択した場合、[電子メールアドレス（Email
address）]が [含めるフィールド（Fields to
include）]のリストで必須フィールドになり、
このオプションを無効にできなくなります。

Eメール

アカウント登録に成功したゲストがログインク

レデンシャルを受信する手段のオプションとし

て SMSを選択します。このオプションを選択
した場合、[SMSサービスプロバイダー（SMS
Service Provider）]が [含めるフィールド（Fields
to include）]のリストで必須フィールドになり、
このオプションを無効にできなくなります。

SMS

クレデンシャルを持つゲストポータルのアカウント登録成功ページ設

定

このページのナビゲーションパスは、[設定（Configure）] > [ゲストポータル（Guest Portals）] >
[作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータルの動作およびフローの設定（Portal
Behavior and Flow Settings）] > [アカウント登録成功ページ設定（Self Registration Success Page
Settings）]です。これらの設定を使用して、正常にアカウント登録したゲストに、ネットワーク
へのアクセスを獲得するために必要なクレデンシャルを通知します。
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使用上のガイドラインフィールド

[アカウント登録成功（Self-RegistrationSuccess）]
ページで正常に登録されたゲストに表示される

フィールドのチェックボックスをオンにしま

す。

スポンサーによるゲストの承認が必要ない場合

は、[ユーザ名（Username）]と [パスワード
（Password）]のチェックボックスをオンにし
て、ゲストにこれらのクレデンシャルを表示し

ます。スポンサーの承認が必要な場合、クレデ

ンシャルはゲストが承認された後にのみ提供さ

れるため、これらのフィールドを無効にしま

す。

アカウント登録の成功ページにこの情報を含め

る（Include this information on the Self-Registration
Success page）

正常にアカウント登録したゲストが自分自身に

クレデンシャル情報を送信するためのオプショ

ンのチェックボックスをオンにします。[印刷
（Print）]、[電子メール（Email）]、または
[SMS]。

ゲストは次の手段で情報を自分に送信できる

（Allow guest to send information to self using）

会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー

ザに表示されるページ上のテキストとして、ま

たは AUPテキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。

AUPをページに含める/AUPをリンクとして含
める（Include an AUP (on page/as link)）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、

ユーザは AUPに同意する必要があります。[ロ
グイン（Login）]ボタンは、ユーザが AUPを
受け入れない場合は有効になりません。ユーザ

が AUPに同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

同意が必要（Require acceptance）

このフィールドは、[ページ上の AUP（AUP on
page）]オプションを選択した場合のみ表示さ
れます。

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）
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使用上のガイドラインフィールド

[アカウント登録の成功（Self-Registration
Success）]ページ下部に [ログイン（Login）]ボ
タンを表示します。これにより、ゲストはログ

インページをバイパスし、自動的にログイン

クレデンシャルをポータルに提供して、ポータ

ルフローの次のページ（たとえばAUPページ）
を表示できるようになります。

ゲストをアカウント登録の成功ページから直接

ログインできるようにする（Allow guests to log
in directly from the Self-Registration Success page）

クレデンシャルを持つゲストポータルの利用規定（AUP）ページ設定
このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポー
タルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [利用規定（AUP）ページ設
定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に対して

AUPエクスペリエンスを定義します。

使用上のガイドラインフィールド

会社のネットワーク使用諸条件を、別のページ

でユーザに表示します。

AUPページを含める（Include an AUP page）

従業員専用に別の AUPおよびネットワーク使
用諸条件を表示します。このオプションを選択

すると、[従業員用の AUPをスキップ（Skip
AUP for employees）]は選択できません。

従業員に別の AUPを使用する（Use different
AUP for employees）

従業員は、ネットワークにアクセスする前に

AUPに同意する必要はありません。このオプ
ションを選択すると、[従業員に別の AUPを使
用する（Use different AUP for employees）]は選
択できません。

従業員用の AUPをスキップ（Skip AUP for
employees）

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて

ログインしたときのみ、AUPを表示します。
初回のログインのみ（On first login only）
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使用上のガイドラインフィールド

ユーザがネットワークまたはポータルにログイ

ンするごとに、AUPを表示します。
ログインごと（On every login）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて

ログインした後に、定期的に AUPを表示しま
す。

__日ごと（初回のログインから）（Every__days
(starting at first login)）

クレデンシャルを持つゲストポータルのゲストによるパスワード変更

の設定

このページへのナビゲーションパスは、[設定（Configure）] > [ゲストポータル（Guest Portals）]
> [作成、編集または複製（Create, Edit orDuplicate）] > [ポータルの動作およびフローの設定（Portal
Behavior and FlowSettings）] > [ゲストによるパスワード変更設定（Guest Change Password Settings）]
です。

すべてのゲストに、最初にログインした後に自分のパスワードの変更を要求するには、この設定

を使用します。

使用上のガイドラインフィールド

ゲストの初回ログイン後に、ゲストにパスワー

ドの変更を要求します。

ゲストがログインしてパスワードを変更した後

に、ゲストが自分のログインクレデンシャルを

紛失した場合、スポンサーは、ゲストのパス

ワードをランダムパスワードにリセットするこ

とのみ可能です。

ゲストポータルを使用している内部ユーザに、

次回ログイン後にパスワードの変更を要求する

には、[管理（Administration）] > [IDの管理
（Identity Management）] > [ID（Identities）] >
[ユーザ（Users）]を選択します。[ネットワー
クアクセスユーザ（Network Access Users）]リ
ストから特定の内部ユーザを選択し、パスワー

ド変更のチェックボックスをオンにします。

初回のログイン時にパスワードの変更を要求

（Require guest to change password at first login）
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クレデンシャルを持つゲストポータルのゲストデバイス登録の設定

このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポー
タルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ゲストデバイス登録設定
（Guest Device Registration Settings）]です。
これらの設定を使用して、ゲストがログインしたらCisco ISEがゲストのデバイスを自動的に登録
するようにするか、ゲストがログイン後に手動で自身のデバイスを登録することを許可できます。

デバイスの最大数は、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [ゲストタイプ
（Guest Types）]でゲストタイプごとに指定されます。

使用上のガイドラインフィールド

ゲストがこのポータルにアクセスするデバイス

のエンドポイントを自動的に作成します。エン

ドポイントは、このポータルに指定されたエン

ドポイント IDグループに追加され、その IDグ
ループの消去ポリシーが適用されます。

許可ルールの作成が可能になり、該当 IDグルー
プ内のエンドポイントへのアクセスが許可され

ます。そのため、Web認証は不要になります。

登録済みデバイスの最大数に到達すると、シス

テムは自動的に最初の登録デバイスを削除し、

ゲストがログインしようとしているデバイスを

登録し、このことをゲストに通知します。ゲス

トが登録できるデバイスの最大数を変更するに

は、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定
（Configure）] > [ゲストタイプ（Guest Types）]
を選択します。

ゲストのデバイスを自動登録（Automatically
register guest devices）

ゲストは、名前、説明、およびMACアドレス
を入力して、自分のデバイスを手動で登録でき

ます。MACアドレスはエンドポイント IDグ
ループに関連付けられます。

登録済みデバイスの最大数に到達した場合に別

のデバイスを登録できるようにするには、ゲス

トは少なくとも 1個のデバイスを削除する必要
があります。

ゲストにデバイスの登録を許可（Allow guests
to register devices）
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クレデンシャルを持つゲストポータルの BYOD 設定
このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポー
タルの動作およびフローの設定（PortalBehavior andFlowSettings）] > [BYOD設定（BYODSettings）]
です。

この設定を使用して、従業員などゲスト以外の個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）機能を有
効にし、クレデンシャルを持つゲストポータルを使用して企業ネットワークにアクセスできるよ

うにします。

使用上のガイドラインフィールド

このポータルに [従業員の個人所有デバイス
（BYOD）の登録（Employee Bring Your Own
Device (BYOD) Registration）]ページを追加し
て、従業員がデバイス登録プロセスを実行でき

るようにして、場合によってはネイティブサプ

リカントおよび証明書のプロビジョニングを実

行できるようにします。これは、従業員のパー

ソナルデバイスタイプ（iOS、Android、RTま
たはモバイルを除くWindows、OSXなど）のク
ライアントプロビジョニングの設定に応じて異

なります。

従業員がネットワークでパーソナルデバイスを

使用することを許可する（Allow employees to
use personal devices on the network）

ゲストのデバイスを追跡するためのエンドポイ

ント IDグループを選択します。Cisco ISEはデ
フォルトとして使用する GuestEndpointsのエン
ドポイント IDグループを提供します。デフォ
ルトを使用しない場合、追加のエンドポイント

IDグループを作成することもできます。

エンドポイント IDグループ（Endpoint Identity
Group）

ユーザデバイスの登録後の日数を変更します。

この日数が経過すると、デバイスは Cisco ISE
データベースから消去されます。消去は毎日実

行され、消去アクティビティは全体的な消去タ

イミングと同期されます。変更は、このエンド

ポイント IDグループ全体に適用されます。

その他のポリシー条件に基づいてエンドポイン

ト消去ポリシーに変更が加えられた場合、この

設定は使用できなくなります。

__日に達した場合にこの IDグループ内のエン
ドポイントを消去する（Purge endpoints in this
identity group when they reach __ days）

従業員をゲストネットワークにアクセスさせ

て、企業ネットワークへのアクセスに必要にな

ることがある追加のプロビジョニングおよび登

録を避けます。

従業員にゲストアクセスの選択のみを許可する

（Allow employees to choose to get guest access
only）
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使用上のガイドラインフィールド

登録プロセス中に、デバイス IDをユーザに表
示します。これは、デバイス IDが事前設定さ
れており、BYODポータルを使用しているとき
に変更できない場合も含みます。

登録時にデバイス IDフィールドを表示する
（Display Device ID field during registration）

ネットワークへの認証に成功すると、可能な場

合はユーザのブラウザを、ユーザがアクセスし

ようとしていた元のWebサイトにリダイレク
トします。リダイレクトできない場合は、認証

成功ページが表示されます。リダイレクトURL
がNADのアクセスコントロールリストとその
NADの ISEで設定された許可プロファイルに
より、PSNのポート 8443で動作することを確
認します。

Windows、MAC、および Androidデバイスの場
合、制御はプロビジョニングを実行するセルフ

プロビジョニングウィザードアプリケーショ

ンに渡されます。そのため、これらのデバイス

は元の URLにリダイレクトされません。ただ
し、iOS（dot1X）およびサポート対象外のデバ
イス（ネットワークアクセスが許可されてい

る）では、このURLにリダイレクトされます。

元の URL（Originating URL）

デバイスの登録が成功したことを示すページを

表示します。

成功ページ（Success page）

ネットワークへの認証に成功すると、ユーザの

ブラウザを指定された URL（会社のWebサイ
トなど）にリダイレクトします。

URL

クレデンシャルを持つゲストポータルのポストログインバナーペー

ジ設定

このページへのナビゲーションパスは、[設定（Configure）] > [ゲストポータルおよびスポンサー
ポータル（Guest Portals or Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
> [ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ポストログインバ
ナーページ設定（Post-Login Banner Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、正常なログイン後にユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは

従業員）に追加情報を通知します。
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使用上のガイドラインフィールド

ユーザが正常にログインした後、ネットワーク

アクセスを付与される前に追加情報を表示しま

す。

ポストログインバナーページを含める（Include
a Post-Login Banner page）

クレデンシャルを持つゲストポータルのゲストデバイスのコンプラ

イアンス設定

このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポー
タルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ゲストデバイスのコンプ
ライアンス設定（Guest DeviceCompliance Settings）]です。これらの設定を使用して、ネットワー
クにアクセスするためにデバイスのクライアントプロビジョニングを実行するようゲストおよび

ゲストポータルを使用する従業員に要求します。
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使用上のガイドラインフィールド

ゲストを [クライアントプロビジョニング
（Client Provisioning）]ページにルーティング
し、最初にポスチャエージェントをダウンロー

ドするように要求します。これは、ウイルス保

護ソフトウェアなどの確認のようなゲストのポ

スチャポリシーを有効にします。

ゲストが、ネットワークへのアクセスにクレデ

ンシャルを持つゲストポータルを使用している

従業員の場合：

• [BYOD設定（BYOD Settings）]で [従業員
にネットワークでのパーソナルデバイス

の使用を許可する（Allow employees to use
personal devices on the network）]が有効に
なっている場合、従業員は BYODフロー
にリダイレクトされ、クライアントのプロ

ビジョニングは実行されません。

• [BYOD設定（BYOD Settings）]で [従業員
にネットワークでのパーソナルデバイス

の使用を許可する（Allow employees to use
personal devices on the network）]および [従
業員にゲストアクセスの選択のみを許可

する（Allow employees to choose to get guest
access only）]が有効になっていて、従業
員がゲストアクセスを選択する場合、[ク
ライアントプロビジョニング（Client
Provisioning）]ページにルーティングされ
ます。

ゲストデバイスコンプライアンスが必要

（Require guest device compliance）

ゲストポータルの VLAN DHCP リリースページ設定
このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [ゲストポータル
（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータルの動作および
フローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [VLAN DHCPリリースページの設定（VLAN
DHCP Release Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、ゲストデバイス IPアドレスのリリースと更新を可能にします。
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使用上のガイドラインフィールド

ゲスト用の有線およびワイヤレス環境の両方で

VLANを変更した後に、WindowsまたはMac
OSデバイスの IPアドレスをリフレッシュする
ために使用します。

これは、ネットワークアクセスでゲストVLAN
が新しいVLANに変更されたときに、最終的な
許可処理時の中央WebAuth（CWA）フローに
影響します。ゲストの古い IPアドレスはVLAN
の変更の前にリリースされる必要があり、新し

いゲスト IPアドレスは VLANアクセスが使用
可能になったらDHCPを介して要求される必要
があります。IPアドレスのリリースおよび更新
操作は、使用しているブラウザおよびオペレー

ティングシステムによって異なります。Internet
Explorerは ActiveXコントロールを使用し、
Firefoxと Google Chromeは Javaアプレットを
使用します。Internet Explorer以外のブラウザで
は、ブラウザで Javaをインストールして有効に
する必要があります。

VLANDHCPリリースオプションは、モバイル
デバイスでは動作しません。代わりに、ゲスト

が IPアドレスを手動でリセットする必要があ
ります。この方法はデバイスによって異なりま

す。たとえば、Apple iOSデバイスでは、ゲス
トはWi-Fiネットワークを選択して、[リースを
更新（Renew Lease）]ボタンをクリックできま
す。

VLAN DHCPリリースを有効にする（Enable
VLAN DHCP release）

リリースの遅延時間を入力します。リリース

は、アプレットをダウンロードした直後から、

Cisco ISEサーバが CoA要求を再認証するよう
NADに指示するまでの間に行う必要があるた
め、この時間は短くする必要があります。

リリースを__秒遅延（Delay to release __
seconds）

Cisco ISEが CoAの実行を遅延する時間を入力
します。十分な時間を指定して（ガイドライン

としてデフォルト値を使用）、アプレットによ

るクライアント上での IPリリースのダウンロー
ドと実行を可能にします。

CoAを__秒遅延（Delay to CoA __ seconds）
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使用上のガイドラインフィールド

更新の遅延値を入力します。この時間は IPリ
リース値に追加され、コントロールがダウン

ロードされるまで計時が開始されません。十分

な時間を指定して（ガイドラインとしてデフォ

ルト値を使用）、CoAの処理を可能にし、新し
いVLANアクセスが付与されるようにします。

更新を__秒遅延（Delay to renew __ seconds）

ゲストポータルの認証成功の設定

このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポー
タルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [認証成功の設定
（Authentication Success Settings）]です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に認証の成

功を通知するか、URLを表示します。[認証されたらゲストに次を表示：（Once authenticated, take
guest to:）]で、次のフィールドを設定します。

•元のURL（Originating URL）：ネットワークへの認証に成功すると、可能な場合はユーザの
ブラウザを、ユーザがアクセスしようとしていた元のWebサイトにリダイレクトします。リ
ダイレクトできない場合は、認証成功ページが表示されます。

Windows、MAC、および Androidデバイスの場合、制御はプロビジョニングを実行するセル
フプロビジョニングウィザードアプリケーションに渡されます。そのため、これらのデバ

イスは元の URLにリダイレクトされません。ただし、iOS（dot1X）およびサポート対象外
のデバイス（ネットワークアクセスが許可されている）では、この URLにリダイレクトさ
れます。

•認証の成功ページ（Authentication Success page）：ユーザの認証に成功した通知。

• URL：ネットワークへの認証に成功すると、ユーザのブラウザを指定された URL（会社の
Webサイトなど）にリダイレクトします。

認証後に外部 URLにゲストをリダイレクトする場合、URLアドレスを解決して、セッション
がリダイレクトされるまでに遅延が生じることがあります。リダイレクトURLがNADのアク
セスコントロールリストとその NADの ISEで設定された許可プロファイルにより、PSNの
ポート 8443で動作することを確認します。

（注）
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ゲストポータルのサポート情報ページの設定

このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲストポータル（Guest Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポー
タルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [サポート情報ページの設定
（Support Information Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、ヘルプデスクがユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業

員）が体験したアクセスの問題をトラブルシューティングするために使用できる情報を表示しま

す。

使用上のガイドラインフィールド

該当ポータルのすべての有効なページ上で、問

い合わせ先などの情報へのリンクを表示しま

す。

サポート情報ページを含める（Include a Support
Information Page）

[サポート情報（Support Information）]ページに
デバイスのMACアドレスを含めます。

MACアドレス

[サポート情報（Support Information）]ページに
デバイスの IPアドレスを含めます。

IPアドレス

[サポート情報（Support Information）]ページ
に、要求の発信元のユーザエージェントの製品

名とバージョン、レイアウトエンジン、バー

ジョンなど、ブラウザの詳細を含めます。

ブラウザのユーザエージェント（Browser user
agent）

[サポート情報（Support Information）]ページ
に、このポータルを提供している ISEポリシー
サービスノード（PSN）の IPアドレスを含め
ます。

ポリシーサーバ（Policy server）

可能な場合は、ログメッセージカタログ内の

対応する番号を含めます。メッセージカタログ

にアクセスしてこれを表示するには、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [ロ
ギング（Logging）] > [メッセージカタログ
（Message Catalog）]に移動します。

障害コード（Failure code）

含める情報が存在しない場合、[サポート情報
（Support Information）]ページ上の該当する
フィールドラベルを表示しません。たとえば、

障害コードが不明であるために空白である場

合、[障害コード（Failure code）]は、選択され
ている場合でも表示されません。

フィールドを隠す（Hide field）
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使用上のガイドラインフィールド

含める情報が存在しない場合でも、選択されて

いるすべてのフィールドのラベルを [サポート
情報（Support Information）]ページに表示しま
す。たとえば、障害コードが不明な場合、[障害
コード（Failure code）]は空白であっても表示
されます。

値のないラベルを表示（Display label with no
value）

[サポート情報（Support Information）]ページ上
の選択されているフィールドに含まれる情報が

存在しない場合、このテキストがこれらのすべ

てのフィールドに表示されます。たとえば、こ

のフィールドに「情報なし」と入力した場合に

障害コード不明が不明な場合は、[障害コード
（Failure code）]に「情報なし」と表示されま
す。

デフォルト値でラベルを表示（Display labelwith
default value）

スポンサーポータルアプリケーションの設定

ポータル ID 設定
これらの設定へのナビゲーションパスは、[設定（Configure）] > [ゲストポータルまたはスポン
サーポータル（Guest Portals or Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit orDuplicate）]
> [ゲストポータルおよびスポンサーポータルの設定とカスタマイズ（Guest Portals or Sponsor
Portals Settings and Customization）]です。
これらの設定を使用して、ポータルを特定し、すべてのポータルページで使用する言語ファイル

を選択します。
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使用上のガイドラインフィールド

このポータルにアクセスするための一意のポー

タル名を入力します。このポータル名を、その

他のスポンサーやゲストポータルおよび非ゲス

トポータル（ブラックリスト、個人所有デバイ

ス持ち込み（BYOD）、クライアントプロビ
ジョニング、モバイルデバイス管理（MDM）、
またはデバイスの各ポータル）に使用しないで

ください。

この名前は、許可プロファイルのポータルの選

択でリダイレクションの選択肢として表示さ

れ、ポータルのリストで他のポータルの中から

簡単に識別するために使用されます。

ポータル名（Portal Name）

これはオプションです。説明

[保存（Save）]をクリックした後にリンクとし
て表示されるシステムにより生成されたURL。
ポータルをテストするために使用します。

リンクをクリックすると新しいブラウザタブが

開き、ポリシーサービスがオンになっているポ

リシーサービスノード（PSN）によって提供さ
れているこのポータルのURLが表示されます。
ポリシーサービスがオンになっていない場合、

PSNは管理者ポータル以外のポータルのWeb
ページを提供しません。

テストポータルは RADIUSセッショ
ンをサポートしていないため、すべて

のポータルに対するポータルフロー

の全体は表示されません。BYODおよ
びクライアントプロビジョニングは

RADIUSセッションに依存するポータ
ルの例です。たとえば、外部 URLへ
のリダイレクションは機能しません。

（注）

ポータルテスト URL（Portal test URL）
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使用上のガイドラインフィールド

各ポータルタイプは、デフォルトで 15種類の
言語をサポートします。これらの言語は、個々

のプロパティファイルとして使用できます。こ

れらのファイルは、圧縮された単一の言語ファ

イル内にまとめてバンドルされています。ポー

タルで使用する圧縮言語ファイルをエクスポー

トまたはインポートします。圧縮言語ファイル

には、ポータルのテキストを表示するために使

用可能な個別の言語ファイルがすべて含まれて

います。

言語ファイルには、その言語のポータル全体の

すべての文字列設定に加え、特定のブラウザの

ロケール設定（例：フランス語の場合は fr、
fr-fr、fr-ca）へのマッピングが含まれています。
1つの言語ファイルには、翻訳およびローカリ
ゼーションの目的に容易に使用できるように、

サポートされるすべての言語が含まれていま

す。

1つの言語用のブラウザロケール設定を変更し
た場合、変更内容は他のすべてのエンドユーザ

Webポータルに適用されます。たとえば、ホッ
トスポットゲストポータルの French.properties
ブラウザロケールを fr,fr-fr,fr-caから fr,fr-frに
変更すると、この変更内容がデバイスポータル

にも適用されます。

言語ファイル（Language File）

スポンサーポータルのポータル設定

これらの設定を設定して、ポータルを特定し、すべてのポータルページで使用する言語ファイル

を選択します。

•
• HTTPSポート（HTTPS Port）：8000～ 8999の範囲のポート値を入力します。デフォルト値
はすべてのデフォルトポータルで 8443です。ただし、ブラックリストポータルは 8444で
す。この範囲外のポート値を使用してアップグレードした場合は、このページで変更を加え

るまで維持されます。このページを変更する場合は、この制限に従うようにポート設定を更

新します。

ゲストポータルに非ゲストポータル（デバイスなど）によって使用されるポートを割り当

てると、エラーメッセージが表示されます。
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•使用可能インターフェイス（Allowed interfaces）：ポータルを実行できる PSNインターフェ
イスを選択します。PSNで使用可能なインターフェイスを備えたPSNのみがポータルを作成
できます。物理インターフェイスの任意の組み合わせを設定できます。これはPSN全体の設
定です。すべてのポータルはこれらのインターフェイスでのみ動作し、このインターフェイ

ス設定はすべての PSNに適用されます。

◦異なるサブネット上の IPアドレスを使用してイーサネットインターフェイスを設定す
る必要があります。

◦ここで有効にするインターフェイスは、ポリシーサービスがオンになっているときの
VMベースのものを含む、すべてのPSNで使用できるものでなければなりません。これ
は、これらのすべての PSNがゲストセッションの開始時にリダイレクトに使用される
可能性があるため必須です。

◦ポータルの証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替名はインターフェイス IPに
解決する必要があります。

◦ ISE CLIで ip host x.x.x.x yyy.domain.comを設定して、セカンダリインターフェイス IP
をFQDNにマッピングします。これは、証明書のサブジェクト名とサブジェクトの代替
名と一致させるために使用されます。

•証明書グループタグ（Certificate group tag）：ポータルの HTTPSトラフィックに使用する証
明書グループのグループタグを選択します。

•認証方式（Authentication Method）：ユーザ認証に使用する IDソース順序（ISS）または ID
プロバイダ（IdP）を選択します。ISSは、ユーザクレデンシャルを確認するために順番に検
索される IDストアのリストです。たとえば、内部ゲストユーザ、内部ユーザ、Active
Directory、LDAPディレクトリなどがあります。

Cisco ISEには、スポンサーポータル Sponsor_Portal_Sequence用のデフォルトのスポンサー
IDソース順序が含まれています。

•ゲストとしてこのポータルを使用する従業員のログインオプションの継承元（Employees
using this portal as guests inherit login options from）：従業員がこのポータルにログオンしたと
きに割り当てられるゲストタイプを選択します。従業員のエンドポイントデータは、その

ゲストタイプで属性 [エンドポイント IDグループにデバイス情報を保存する（Store device
information in endpoint identity group）]に設定されたエンドポイント IDグループに保存され
ます。関連付けられたゲストタイプの他の属性は継承されません。

•表示言語（Display Language）：ポータルで使用する言語を指定します。ユーザのブラウザ
ロケール設定を使用してブラウザロケールが使用できない場合には別の言語にフォールバッ

クするか、またはポータルで常に 1つの言語が使用されるように強制します。

スポンサーポータルのログイン設定

このページのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [スポンサーポータル
（Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータルの動作およ
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びフローの設定（PortalBehavior andFlowSettings）] > [ログインページの設定（LoginPageSettings）]
です。

これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）のログイン

のエクスペリエンス、ログイン試行失敗のパラメータ、およびこのページについてのAUP情報を
定義します。

表 1：スポンサーポータルのログインページ設定

使用上のガイドラインフィールド

Cisco ISEがアカウントのスロットルを開始する
までの単一のブラウザセッションからのログイ

ン試行失敗回数を指定します。これにより、ア

カウントのロックアウトは起きません。ログイ

ン失敗がこの回数に達した後のログイン試行の

間隔を [頻度制限時のログイン試行間隔（Time
between login attempts when rate limiting）]で指
定できます。

頻度制限までの最大ログイン試行失敗数

（Maximum failed login attempts before rate
limiting）

[頻度制限までの最大ログイン試行失敗数
（Maximum failed login attempts before rate
limiting）]で定義された回数のログインの失敗
後に、ユーザが再度ログインを試行するまでに

待機する必要がある時間を分単位で設定しま

す。

頻度制限時のログイン試行間隔（Time between
login attempts when rate limiting）

会社のネットワーク使用の諸条件を、現在ユー

ザに表示されるページ上のテキストとして、ま

たは AUPテキストが含まれる新しいタブまた
はウィンドウを開くリンクとして表示します。

AUPをページに含める/AUPをリンクとして含
める（Include an AUP (on page/as link)）

ユーザのアカウントが完全に有効になる前に、

ユーザは AUPに同意する必要があります。[ロ
グイン（Login）]ボタンは、ユーザが AUPを
受け入れない場合は有効になりません。ユーザ

が AUPに同意しない場合、ネットワークにア
クセスできません。

同意が必要（Require acceptance）

このオプションは、[AUPをページに含める
（Include an AUP on page）]が有効である場合
のみ表示されます。

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）
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スポンサーポータルの利用規定（AUP）設定
このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサーポータル（Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
> [ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [利用規定（AUP）
ページ設定（Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、ユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業員）に対して

AUPエクスペリエンスを定義します。

使用上のガイドラインフィールド

会社のネットワーク使用諸条件を、別のページ

でユーザに表示します。

AUPページを含める（Include an AUP page）

ユーザが AUPを最後まで読んだことを確認し
ます。[同意（Accept）]ボタンは、ユーザが
AUPの最後までスクロールするとアクティブに
なります。

AUPの最後までのスクロールが必要（Require
scrolling to end of AUP）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて

ログインしたときのみ、AUPを表示します。
初回のログインのみ（On first login only）

ユーザがネットワークまたはポータルにログイ

ンするごとに、AUPを表示します。
ログインごと（On every login）

ユーザがネットワークまたはポータルに初めて

ログインした後に、定期的に AUPを表示しま
す。

__日ごと（初回のログインから）（Every__days
(starting at first login)）

スポンサーポータルのスポンサーのパスワード変更設定

このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサーポータル（Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
> [ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ゲストによるパス
ワード変更設定（Guest Change Password Settings）]です。スポンサーポータルを使用してスポン
サーのパスワード要件を定義するには、これらの設定を使用します。

スポンサーのパスワードポリシーを設定するには、[管理（Administration）] > [IDの管理（Identity
Management）] > [設定（Settings）] > [ユーザパスワードポリシー（User Password Policy）]を選
択します。
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使用上のガイドラインフィールド

スポンサーは、スポンサーポータルにログイン

した後、自身のパスワードを変更できます。こ

のオプションは、スポンサーが内部ユーザデー

タベースの一部である場合にだけ、[パスワード
の変更（Change Password）]ページを表示しま
す。

スポンサーは自身のパスワードを変更可能

（Allow sponsors to change their own passwords）

スポンサーポータルのポストログインバナー設定

このページへのナビゲーションパスは、[設定（Configure）] > [ゲストポータルおよびスポンサー
ポータル（Guest Portals or Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
> [ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [ポストログインバ
ナーページ設定（Post-Login Banner Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、正常なログイン後にユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは

従業員）に追加情報を通知します。

使用上のガイドラインフィールド

ユーザが正常にログインした後、ネットワーク

アクセスを付与される前に追加情報を表示しま

す。

ポストログインバナーページを含める（Include
a Post-Login Banner page）

スポンサーポータルのサポート情報ページの設定

このページへのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサーポータル（Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
> [ポータルの動作およびフローの設定（Portal Behavior and Flow Settings）] > [サポート情報ページ
の設定（Support Information Page Settings）]です。
これらの設定を使用して、ヘルプデスクがユーザ（状況に応じてゲスト、スポンサーまたは従業

員）が体験したアクセスの問題をトラブルシューティングするために使用できる情報を表示しま

す。

使用上のガイドラインフィールド

該当ポータルのすべての有効なページ上で、問

い合わせ先などの情報へのリンクを表示しま

す。

サポート情報ページを含める（Include a Support
Information Page）

[サポート情報（Support Information）]ページに
デバイスのMACアドレスを含めます。

MACアドレス
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使用上のガイドラインフィールド

[サポート情報（Support Information）]ページに
デバイスの IPアドレスを含めます。

IPアドレス

[サポート情報（Support Information）]ページ
に、要求の発信元のユーザエージェントの製品

名とバージョン、レイアウトエンジン、バー

ジョンなど、ブラウザの詳細を含めます。

ブラウザのユーザエージェント（Browser user
agent）

[サポート情報（Support Information）]ページ
に、このポータルを提供している ISEポリシー
サービスノード（PSN）の IPアドレスを含め
ます。

ポリシーサーバ（Policy server）

可能な場合は、ログメッセージカタログ内の

対応する番号を含めます。メッセージカタログ

にアクセスしてこれを表示するには、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [ロ
ギング（Logging）] > [メッセージカタログ
（Message Catalog）]に移動します。

障害コード（Failure code）

含める情報が存在しない場合、[サポート情報
（Support Information）]ページ上の該当する
フィールドラベルを表示しません。たとえば、

障害コードが不明であるために空白である場

合、[障害コード（Failure code）]は、選択され
ている場合でも表示されません。

フィールドを隠す（Hide field）

含める情報が存在しない場合でも、選択されて

いるすべてのフィールドのラベルを [サポート
情報（Support Information）]ページに表示しま
す。たとえば、障害コードが不明な場合、[障害
コード（Failure code）]は空白であっても表示
されます。

値のないラベルを表示（Display label with no
value）

[サポート情報（Support Information）]ページ上
の選択されているフィールドに含まれる情報が

存在しない場合、このテキストがこれらのすべ

てのフィールドに表示されます。たとえば、こ

のフィールドに「情報なし」と入力した場合に

障害コード不明が不明な場合は、[障害コード
（Failure code）]に「情報なし」と表示されま
す。

デフォルト値でラベルを表示（Display labelwith
default value）
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スポンサーポータルのゲストへの通知のカスタマイズ

これらの設定へのナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（GuestAccess）] > [設定（Configure）]
> [スポンサーポータル（Sponsor Portals）] > [作成、編集または複製（Create, Edit or Duplicate）]
> [ポータルページのカスタマイズ（Portal PageCustomization）] > [ゲストへの通知（NotifyGuests）]
です。

[ページのカスタマイズ（PageCustomizations）]で、スポンサーがスポンサーポータルからゲスト
に送信する通知に表示される、メッセージ、タイトル、コンテンツ、手順、およびフィールドや

ボタンのラベルをカスタマイズできます。

[設定（Settings）]では、スポンサーが電子メールまたはSMSを使用してゲストにユーザ名とパス
ワードを個別に送信できるかどうかを指定できます。また、ヘルプデスクがアクセスの問題をト

ラブルシューティングするために使用できる情報を提供するために、スポンサーがゲストに [サ
ポート情報（Support Information）]ページを表示できるかどうかを指定できます。

スポンサーポータルのカスタマイズの管理と承認

これらの設定へのナビゲーションパスは、[ワークセンター（Work Centers）] > [ゲストアクセス
（Guest Access）] > [設定（Configure）] > [スポンサーポータル（Sponsor Portals）] > [作成、編集
または複製（Create, Edit or Duplicate）] > [ポータルページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）] > [管理と承認（Manage and Approve）]です。

[ページのカスタマイズ（Page Customizations）]で、スポンサーポータルの [管理と承認（Manage
and Approve）]タブに表示される、メッセージ、タイトル、コンテンツ、手順、およびフィール
ドやボタンのラベルをカスタマイズできます。

これらには、アカウント（登録済みおよび保留）の概要および詳細ビュー、スポンサーがゲスト

アカウントに対して実行する編集、拡張、一時停止などの操作に基づいて表示されるポップアッ

プダイアログ、さらに汎用ポータルやアカウントアクションメッセージが含まれています。

グローバル設定（Global Settings）

ゲストおよびスポンサーポータルのグローバル設定

[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Settings）]を選択します。Cisco ISE内のゲストポー
タル、スポンサーポータル、ゲストタイプ、およびスポンサーグループに適用される、次の一

般設定を設定できます。

•ゲストアカウントの消去、およびユーザ名とパスワードの生成のポリシー。

•電子メールおよび SMS通知をゲストアカウントとスポンサーに送信するときに使用する
SMTPサーバおよび SMSゲートウェイ。
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•アカウント登録ゲストポータルを使用したゲストアカウントの作成およびゲストの登録時
に選択する場所、タイムゾーン、SSIDおよびカスタムフィールド。

これらのグローバル設定を指定すると、特定のゲストポータルとスポンサーポータル、ゲスト

タイプおよびスポンサーグループの設定時にそれらを必要に応じて使用できます。

[ポータル設定（Portal settings）]ページには、次のタブがあります。

• [ゲストアカウントの消去ポリシー（Guest Account Purge Policy）]：期限が切れたゲストアカ
ウントを消去する時期をスケジューリングします。詳細については、期限切れのゲストアカ

ウントを消去するスケジューリング設定を参照してください。

• [カスタムフィールド（Custom Fields）]：ユーザから追加情報を取得するためにゲストポー
タルで使用するカスタムフィールドを追加します。詳細については、ゲストアカウント作

成用のカスタムフィールドの追加を参照してください。

• [ゲスト電子メールの設定（Guest Email Settings）]：アカウントの変更をゲストに電子メール
通知するかどうかを決定します。詳細については、電子メールでの通知用の電子メールアド

レスおよび SMTPサーバの指定を参照してください。

• [ゲストのロケーションおよびSSID（Guest Locations and SSIDs）]：ロケーションと、ゲスト
がそのロケーションで使用できるネットワークのサービスセット識別子（SSID）を設定しま
す。詳細については、ゲストのロケーションおよび SSIDの割り当てを参照してください。

• [ゲストユーザ名ポリシー（GuestUsernamePolicy）]：ゲストユーザ名の作成方法を設定しま
す。詳細については、ゲストユーザ名ポリシーの設定およびゲストパスワードポリシーの

ルールを参照してください。

• [ゲストパスワードポリシー（Guest Password Policy）]：すべてのゲストポータルとスポン
サーポータルのゲストパスワードポリシーを定義します。詳細については、ゲストパス

ワードポリシーと有効期限の設定を参照してください。

• [SMSゲートウェイ設定（SMSGatewaySettings）]：ゲストおよびスポンサーにSMS通知を配
信する SMSゲートウェイを定義します。詳細については、ゲストに SMS通知を送信するた
めの SMSゲートウェイの設定を参照してください。

ゲストタイプの設定

これらの設定のナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [ゲストタイプ（Guest Types）]です。これらの設定を使用して、ネットワークにアクセスでき
るゲストのタイプおよびそのアクセス権限を作成します。また、このタイプのゲストを作成でき

るスポンサーグループを指定できます。

使用上のガイドラインフィールド

デフォルトのゲストタイプおよび作成した別の

タイプと区別できるこのゲストタイプの名前を

入力します（1～ 256文字）。

ゲストタイプ名（Guest type name）
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使用上のガイドラインフィールド

このゲストタイプの推奨される使用方法に関す

る追加情報（最大 2000文字）を入力します
（「アカウント登録ゲストに使用」、「ゲスト

アカウントの作成に使用禁止」など）。

説明

このゲストタイプを使用してポータルに使用す

る言語ファイルをエクスポートまたはインポー

トします。

言語ファイル（Language File）

ゲストから追加の情報を収集するにはカスタム

フィールドを選択します。

カスタムフィールドは、[ゲストアクセス
（Guest Access）] > [設定（Settings）] > [カスタ
ムフィールド（Custom Fields）]で管理されま
す。

追加データの収集（Collect Additional Data）

[スポンサーが指定した日付から（From
sponsor-specified date）]このゲストタイプのゲ
ストがネットワークにアクセスして接続を保持

できる最大日数、時間数、または分数を入力し

ます。

この設定を変更した場合、変更内容はこのゲス

トタイプを使用して作成された既存のゲスト

アカウントには適用されません。

値の範囲は 1～ 999です。

最大アカウント有効期間（Maximum account
duration）アカウント有効期間の開始
（AccountDuration Starts）

時間範囲を入力し、曜日を選択して、このゲス

トタイプがいつネットワークにアクセスできる

かを指定します。このゲストタイプがこれらの

時間パラメータを超えて接続を維持している場

合、ログオフされます。時間範囲は、このゲス

トタイプを使用してゲストに割り当てられた場

所で定義されたタイムゾーンに基づきます。

+および -をクリックして、アクセス時間制限
を増減します。

これらの曜日および時間のみアクセスを許可

（Allow access only on these days and times）

このゲストタイプが同時に実行できる最大ユー

ザセッション数を入力します。

最大同時ログイン数（Maximum simultaneous
logins）
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使用上のガイドラインフィールド

[最大同時ログイン数（Maximum simultaneous
logins）]を選択した場合は、その制限に到達し
た後にユーザが接続したときに実行するアク

ションも選択する必要があります。

ゲストが制限を超えた場合

•最も古い接続を切断（Disconnect the oldest
connection）

•最も新しい接続を切断（Disconnect the
newest connection）

◦エラーメッセージを示すポータルペー
ジにユーザをリダイレクトする

（Redirect user to a portal page showing
an errormessage）：特定の時間エラー
メッセージが表示され、その後セッ

ションが切断されてユーザがゲスト

ポータルにリダイレクトされます。

エラーページの内容は、[メッセージ
（Messages）] > [エラーメッセージ
（Error Messages）]タブの [ポータル
ページのカスタマイズ（Portal Page
Customization）]ダイアログで設定し
ます。

ゲストが制限を超えた場合（Whenguest exceeds
limit）

各ゲストに登録できるデバイスの最大数を入力

します。そのゲストタイプのゲストに登録済み

の値より小さい値を最大数として設定できま

す。この値は、新しく作成されたゲストアカウ

ントにのみ適用されます。

ゲストが登録可能な最大デバイス数（Maximum
devices guests can register）

ゲストのデバイスを追跡するためのエンドポイ

ント IDグループを選択します。Cisco ISEはデ
フォルトとして使用する GuestEndpointsのエン
ドポイント IDグループを提供します。デフォ
ルトを使用しない場合、追加のエンドポイント

IDグループを作成することもできます。

エンドポイント IDグループにデバイス情報を
保存する（Store device information in endpoint
identity group）
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使用上のガイドラインフィールド

ユーザデバイスの登録後の日数を変更します。

この日数が経過すると、デバイスは Cisco ISE
データベースから消去されます。消去は毎日実

行され、消去アクティビティは全体的な消去タ

イミングと同期されます。変更は、このエンド

ポイント IDグループ全体に適用されます。

その他のポリシー条件に基づいてエンドポイン

ト消去ポリシーに変更が加えられた場合、この

設定は使用できなくなります。

作成から__日に達した場合にこの IDグループ
内のエンドポイントを消去する（Purgeendpoints
in this identity group when they reach __ days old）

クレデンシャルを持つゲストのキャプティブ

ポータル（Web認証ページ）をバイパスし、有
線およびワイヤレス（dot1x）サプリカントまた
は VPNクライアントに認証情報を提供するこ
とでネットワークにアクセスすることをユーザ

に許可します。ゲストアカウントは、[初期ロ
グインを待機（Awaiting Initial Login）]状態と
AUPページをバイパスして [アクティブ
（Active）]状態になります。

この設定を有効にしない場合、ユーザは初めに

クレデンシャルを持つゲストのキャプティブ

ポータルを使用してログインしないと、ネット

ワークの他の部分にアクセスできません。

ゲストにゲストポータルのバイパスを許可する

（Allow guest to bypass the Guest portal）

ゲストのアカウントが期限切れになる前にゲス

トに通知を送信します。期限切れの何日前、何

時間前、または何分前に通知するかを指定しま

す。

アカウント期限切れの__日前にアカウント期限
切れ通知を送信する（Send account expiration
notification __ days before account expires）

電子メールまたは SMS通知の表示言語を指定
します。

メッセージの表示言語（View messages in）

アカウントの失効通知に使用する手段として

メールを選択します。

Eメール

別のポータルから電子メールのカスタマイズを

選択します。

次のカスタマイズを使用（Use customization
from）

アカウントの有効期限通知に使用するテキスト

を入力します。

メッセージ
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使用上のガイドラインフィールド

アカウントの期限切れ通知のために別のゲスト

タイプ用に作成した電子メールテキストを再利

用します。

テキストのコピー元（Copy text from）

自分の電子メールアドレスに送信することに

よって、電子メール通知が意図したとおりに表

示されることを確認します。

テスト電子メールの送信先（Send test email to
me at）

アカウントの失効通知に使用する手段としてテ

キスト（SMS）を選択します。
SMS

アカウントの有効期限通知に使用するテキスト

を入力します。

メッセージ

別のゲストタイプ用に作成したテキストメッ

セージを再使用します。

テキストのコピー元（Copy text from）

自分の携帯電話に送信することによって、テキ

スト通知が意図したとおりに表示されることを

確認します。

テスト SMSの送信先（Send test SMS to me at）

このゲストタイプでゲストアカウントを作成

できるスポンサーグループを選択します。

このゲストタイプの使用を無効にする場合は、

いずれのスポンサーグループにも割り当てない

でください。このゲストタイプの使用を中止す

るには、リストされたスポンサーグループを削

除します。

これらのスポンサーグループはこのゲストタ

イプを作成できる（These sponsor groups can
create this guest type）

スポンサーグループ設定

これらの設定のナビゲーションパスは、[ゲストアクセス（Guest Access）] > [設定（Configure）]
> [スポンサーグループ（SponsorGroups）]です。スポンサーグループにメンバーを追加したり、
ゲストタイプおよびロケーション特権を定義したり、ゲストアカウントの作成と管理に関連する

権限を設定したりする場合に、これらの設定を使用します。

•スポンサーグループの無効化（Disable Sponsor Group）

：このスポンサーグループのメンバーがスポンサーポータルにアクセスできないようにし

ます。

たとえば、管理者ポータルで設定を変更している間、スポンサーが一時的にスポンサーポー

タルにログインできないようにします。あるいは、再びアクティブ化する必要があるまで、
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年次会議のスポンサーシップゲストなど、頻繁には発生しないアクティビティに関するスポ

ンサーグループを無効にします。

•スポンサーグループ名（Sponsor group name）：一意の名前を入力します（1～ 256文字）。

•説明

：このスポンサーグループで使用されるゲストタイプなどの有益な情報を入力します（最

大 2000文字）。

•メンバー（Members）：[スポンサーグループメンバーの選択（SelectSponsorGroupMembers）]
ボックスを表示する場合にクリックします。ここでは、使用可能なユーザ IDグループを（内
部および外部の IDストアから）選択し、このスポンサーグループのメンバーとして追加で
きます。

•スポンサーグループメンバー（Sponsor Group Members）：選択したスポンサーグループの
リストを検索およびフィルタリングし、含めないグループを削除します。

•このスポンサーグループはこれらのゲストタイプを使用してアカウントを作成可能（This
sponsor group can create accounts using these guest types）：このスポンサーグループのメンバー
がゲストアカウントの作成時に使用できるゲストタイプを指定します。有効にするスポン

サーグループには、使用できる少なくとも 1つのゲストタイプが設定されている必要があ
ります。

このスポンサーグループに 1つのゲストタイプのみを割り当てる場合、それが使用可能な
唯一の有効なゲストであるため、スポンサーポータルに表示しないことを選択できます。[ゲ
ストアクセス（GuestAccess）] > [設定（Configure）] > [スポンサーポータル（Sponsor Portal）]
> [ページカスタマイズ（Page Customization）] > [アカウントの作成（Create Accounts）] > [ゲ
ストタイプ（Guest Types）] > [設定（Settings）]の順に選択します。このオプションを有効
にするには、[スポンサーで 1つのみ使用できる場合はゲストタイプを非表示（Hide guest
type if only one is available to sponsor）]をオンにします。

•ゲストタイプの設定（Configure Guest Types）

：必要とするゲストタイプが使用可能でない場合は、[ゲストアクセス（Guest Access）] >
[設定（Configure）] > [ゲストタイプ（Guest Types）]の順にクリックし、新しいゲストタイ
プを作成するか、または既存のゲストタイプを編集します。

•ゲストがアクセスするロケーションを選択（Select the locations that guests will be visiting）：
このグループのスポンサーがアカウントの作成時にゲストに割り当てることができるさまざ

まなロケーションを選択します。このことは、これらのゲストアカウントの有効な時間帯を

定義し、有効なアクセス時間などゲストに適用するすべての時間パラメータを指定する場合

に役立ちます。このことによって、ゲストが他のロケーションからネットワークに接続でき

なくなることはありません。

有効にするスポンサーグループには、使用できる少なくとも 1つのロケーションが設定され
ている必要があります。

このスポンサーグループに 1つのロケーションのみを割り当てると、それが、メンバーが作
成するゲストアカウントの唯一の有効な時間帯になります。デフォルトでは、スポンサー

ポータルに表示されません。
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スポンサーが作成可能（Sponsor Can Create）

•特定のゲストに割り当てられた複数のゲストアカウント（インポート）（Multiple guest
accounts assigned to specific guests (Import)）：スポンサーは、ファイルから姓名などのゲスト
の詳細をインポートすることによって、複数のゲストアカウントを作成できます。

このオプションが有効である場合、[インポート（Import）]ボタンがスポンサーポータルの
[アカウントの作成（Create Accounts）]ページに表示されます。[インポート（Import）]オプ
ションは、Internet Explorer、Firefox、Safariなどのデスクトップブラウザだけで使用可能で
す（モバイルは不可）

•バッチ処理の制限（Limit to batch of）：このスポンサーグループが複数のアカウントを同時
に作成できる場合、単一のインポート操作で作成可能なゲストアカウントの数を指定しま

す。

スポンサーは最大10,000個のアカウントを作成できますが、潜在的なパフォーマンスの問題
があるため、作成するアカウントの数を制限することを推奨します。

•ゲストへの複数のゲストアカウントの割り当て（ランダム）（Multiple guest accounts to be
assigned to any guests (Random)）：スポンサーが、未知のゲストのプレースホルダとして、ま
たは複数のアカウントをすばやく作成する必要がある場合に複数のランダムゲストアカウ

ントを作成できるようにします。

このオプションが有効である場合、[ランダム（Random）]ボタンがスポンサーポータルの
[アカウントの作成（Create Accounts）]ページに表示されます。

•デフォルトユーザ名プレフィックス（Default username prefix）：スポンサーが複数のランダ
ムなゲストアカウントを作成する場合に使用できるユーザ名プレフィクスを指定します。指

定した場合、このプレフィクスはランダムなゲストアカウントを作成するときにスポンサー

ポータルに表示されます。また、[スポンサーにユーザ名プレフィクスの指定を許可（Allow
sponsor to specify a username prefix）]の設定により、次のようになります。

◦有効：スポンサーは、スポンサーポータルでデフォルトのプレフィクスを編集できま
す。

◦無効：スポンサーは、スポンサーポータルでデフォルトのプレフィクスを編集できませ
ん。

ユーザ名プレフィクスを指定しないか、またはスポンサーにユーザ名プレフィクスの指定を

許可しない場合、スポンサーはスポンサーポータルでユーザ名プレフィクスを割り当てるこ

とができません。

•スポンサーにユーザ名プレフィクスの指定を許可（Allowsponsor to specify a usernameprefix）：
このスポンサーグループが複数のアカウントを同時に作成できる場合、単一のインポート操

作で作成可能なゲストアカウントの数を指定します。

スポンサーは最大10,000個のアカウントを作成できますが、潜在的なパフォーマンスの問題
があるため、作成するアカウントの数を制限することを推奨します。

•開始日を__日後より遅くすることはできない（Start date can be no more than __ days into the
future）：有効にして日数を指定すると、作成した複数のゲストアカウントの開始日をこの
日数以内に設定する必要があります。
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スポンサーが管理可能（Sponsor Can Manage）

•スポンサーが作成したアカウントのみ（Only accounts sponsor has created）：このグループの
スポンサーは、スポンサーの電子メールアカウントに基づいて、スポンサーが作成したゲス

トアカウントのみを表示および管理できます。

•このスポンサーグループのメンバーによって作成されたアカウント（Accounts created by
members of this sponsor group）：このグループのスポンサーは、このスポンサーグループ内
のスポンサーが作成したゲストアカウントを表示および管理できます。

•すべてのゲストアカウント（All guest accounts）：スポンサーはすべての保留中のゲストア
カウントを表示および管理できます。

[アカウント登録ゲストからの要求の承認および表示（Approveandviewrequests fromself-registering
guests）]にマークを付けて、[スポンサーが可能（Sponsor Can）]の下で [このスポンサーに割
り当てられた保留中のアカウントのみ（Only pending accounts assigned to this sponsor）]オプショ
ンを使用していない限り、グループメンバーシップに関わらず、すべてのスポンサーがすべ

ての保留中のアカウントを表示できます。

（注）

スポンサーが可能（Sponsor Can）

•ゲストのパスワードの表示（View guests’ passwords）：スポンサーは、自分が管理できるゲ
ストアカウントについて、そのパスワードを表示できます。

ゲストがパスワードを変更した場合、スポンサーは Cisco ISEによって生成されたランダム
なパスワードにリセットしない限り、そのパスワードを表示できません。

このオプションがスポンサーグループで無効になっている場合、そのグルー

プのメンバーは、管理しているゲストアカウントのログインクレデンシャル

（ゲストパスワード）に関する電子メールおよび SMS通知を送信できませ
ん。

（注）

•ゲストアカウントパスワードのリセット（Reset guest account passwords）：スポンサーは、
自分が管理できるゲストアカウントについて、そのパスワードを Cisco ISEによって生成さ
れたランダムなパスワードにリセットできます。

•ゲストのアカウントの延長（Extend guests’ accounts）：スポンサーは、自分が管理できるゲ
ストアカウントについて、その有効期限を延長できます。スポンサーは、アカウントの有効

期限に関してゲストに送信される電子メール通知に自動的にコピーされます。

•ゲストのクレデンシャルを含む SMS通知の送信（Send SMS notifications with guests’
credentials）：スポンサーは、自分が管理できるゲストアカウントについて、アカウントの
詳細とログインクレデンシャルとともにゲストに SMS（テキスト）通知を送信できます。
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•ゲストのアカウントの削除（Delete guests’ accounts）：スポンサーは、自分が管理できるゲス
トアカウントについて、アカウントを削除し、ゲストが企業のネットワークにアクセスする

ことを防ぐことができます。

•ゲストのアカウントの一時停止（Suspendguests’ accounts）：スポンサーは、自分が管理でき
るゲストアカウントについて、アカウントを一時停止してゲストが一時的にログインするこ

とを防ぐことができます。

また、このアクションは、許可変更（CoA）終了を発行して、一時停止されていたゲストを
ネットワークから排除できます。

•スポンサーに理由の入力を求める（Require sponsor to provide a reason）：ゲストアカウント
の一時停止に対する説明の入力をスポンサーに求めます。

•一時停止されたゲストアカウントの復元（Reinstate suspended guest accounts）：スポンサー
は、自分が管理できるゲストアカウントについて、一時停止されたアカウントを復元できま

す。

•アカウント登録ゲストからの要求の承認（Approve requests from self-registering guests）：スポ
ンサーは、自分が管理できるゲストアカウントについて、承認を要求する電子メールを受信

したときにアカウント登録ゲストを承認できます。

•プログラムによるインターフェイス（Guest REST API）を使用した Cisco ISEゲストアカウ
ントへのアクセス（Access Cisco ISE guest accounts using the programmatic interface (Guest REST
API)）：スポンサーは、自分が管理できるゲストアカウントについて、Guest RESTAPIプロ
グラミングインターフェイスを使用してゲストアカウントにアクセスできます。
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