
 

 

C H A P T E R 10

Cisco Unified Wireless Network ゲスト アク
セス サービス

企業が無線 LAN（WLAN）テクノロジーを導入することにより、従業員やネットワーク リソース
が固定ネットワーク接続の制約から解放され、大企業や中小企業の行動の取り方に変化が生じ
てきました。

また、WLAN によって、個人が公共の場所からインターネットや会社のネットワークにアクセス
する方法も変化しました。公衆 WLAN（ホットスポット）の出現により、モバイル ワーカーは、事
実上どこからでも会社のネットワークにアクセスできることが当たり前だと考えています。

はじめに
パブリック アクセスのパラダイムは、企業にも広がってきています。移動性の高い

情報オンデマンド文化には、オンデマンド ネットワーク接続が必要です。このような理由から、
エンタープライズ ゲスト アクセス サービスは、重要性を増し、企業環境に不可欠のものとなっ
ています。

ゲスト ネットワーキングが重要性を増していることが広く知られている一方で、社内情報やイ
ンフラストラクチャ資産の安全性に対する不安があることも事実です。実装が適切であれば、た
いていのゲスト アクセス ソリューションを実装した企業では、実装プロセスに関連したネット
ワーク監査によって、全体的なセキュリティ状況が改善されます。

全体的なセキュリティの改善に加えて、ゲスト アクセス ネットワークの実装によって、次のよ
うな全般的メリットが得られます。

• 日付、期間、帯域幅などの変数に基づく、ゲストの認証と権限付与の制御。

• ネットワークを使用中または使用したことのあるユーザをトラックする監査メカニズム。

さらに、無線ベースのゲスト アクセスのメリットには、次のものが含まれます。

• かつては有線によるネットワーク接続もなかったロビーや共有施設などのエリアを含め、よ
り広範なカバレッジを提供します。

• ゲスト アクセスの領域や部屋を設定する必要がなくなります。
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スコープ
スコープ
企業でゲスト アクセスを提供する際、複数のアーキテクチャを実装できます。この章の目的は、
考えられるソリューションをすべて紹介することではありません。その代わりに、この章では、
Cisco Unified Wireless Network ソリューションを使用した無線ゲスト ネットワーキングの実装
を中心に説明します。その他のトポロジ シナリオにおける有線および無線ゲスト アクセス サー
ビスの展開に関する詳細は、次のドキュメントを参照してください。

Network Virtualization--Guest and Partner Access Deployment Guide

無線ゲスト アクセスの概要
理想としては、無線ゲスト ネットワークの実装で、企業の既存の無線および有線インフラストラ
クチャを 大限活用して、物理オーバーレイ ネットワークを構築する際のコストや複雑さを回
避します。この場合は、次の要素と機能の追加が必要になります。

• 専用のゲスト WLAN/SSID：キャンパス ワイヤレス ネットワーク全体にわたってゲスト ア
クセスを必要とするあらゆる場所に実装されます。

• ゲスト トラフィックの分離：ゲストの移動場所を制限するために、キャンパス ネットワーク
全体にレイヤ 2 またはレイヤ 3 手法を実装する必要があります。

• アクセス コントロール：キャンパス ネットワーク内に組み込まれたアクセス コントロール
機能の使用、または企業ネットワークからインターネットへのゲスト アクセスを制御する
外部プラットフォームの実装を伴います。

• ゲスト ユーザ資格情報の管理：スポンサーまたは Lobby 管理者がゲストの代わりに仮の資
格情報を作成できるプロセス。この機能は、アクセス コントロール プラットフォーム内に常
駐している場合と、AAA またはその他の管理システムのコンポーネントになっている場合
があります。

Cisco Unified Wireless Network ソリューションを使用したゲスト アク
セス

Cisco Unified WLAN ソリューションは、中央集中型アーキテクチャ内で Ethernet in IP（RFC3378）
を使用することにより、柔軟で簡単な実装方法で無線ゲスト アクセスの展開を提供します。
Ethernet in IP は、2 つの WLC エンドポイント間にあるレイヤ 3 トポロジ上のトンネルを作成す
る際に使用されます。このアプローチのメリットは、ゲスト トラフィックを企業から分離するた
めに実装されるプロトコルやセグメンテーション テクニックを追加する必要がないことです。

中央集中型 WLAN アーキテクチャを使用したゲスト アクセス トポロジの例については、
図 10-1 を参照してください。
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WLAN コントローラ ゲスト アクセス
図 10-1 中央集中型コントローラのゲスト アクセス

図 10-1 に示すように、アンカー コントローラが企業 DMZ 内に配置され、「アンカー」機能を実行
します。アンカー コントローラは、ネットワーク上のその他のキャンパス コントローラを起点
とする EoIP トンネルの終端処理に関与します。これらの「外部」コントローラは、企業全体にプ
ロビジョニングされたさまざまな WLAN（1 つ以上のゲスト WLAN を含む）の終端、管理、および
標準の動作に関与します。ゲスト WLAN は EoIP トンネルを経由してアンカー コントローラに
転送されます。具体的には、ゲスト WLAN のデータ フレームが、CAPWAP を使用して AP から外
部コントローラにカプセル化されてから、外部管理システムからアンカー WLC で定義されたゲ
スト VLAN に EoIP でカプセル化されます。このように、ゲスト ユーザ トラフィックは、社内の
他のトラフィックによって認識されることなく、また相互作用することなく、透過的にインター
ネットに転送されます。

WLAN コントローラ ゲスト アクセス
ゲスト アクセス ソリューションは、内蔵型であり、アクセス コントロール、Web ポータル、また
は AAA サービスを実行するための外部プラットフォームを必要としません。これらの機能はす
べて、アンカー コントローラ内で設定および実行されます。ただし、これらの機能のうち 1 つま
たはすべてを外部で実装するためのオプションがあり、これについてはこの章の後半で説明し
ます。

サポートされるプラットフォーム

トンネル終端、Web 認証、およびアクセス コントロールを含むアンカー機能が、次の WLC プ
ラットフォームでサポートされています（バージョン 8.1 以降を使用した場合）。

• WLC 2504

• WLC 3504
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• WLC 5508

• WLC 5520

• WiSM-2

• WLC 8510

• WLC 8540

次の WLC プラットフォームは、アンカー機能に使用できませんが、標準のコントローラ展開と
指定したアンカー コントローラへのゲスト モビリティ トンネルの起点（フォーリン WLC）とし
て使用できます。

• 仮想 WLC

無線ゲスト アクセスをサポートする自動アンカー モビリティ

自動アンカー モビリティ、つまりゲスト WLAN モビリティは、Cisco Unified Wireless Network ソ
リューションの主要な機能です。EoIP トンネルを使用して、プロビジョニングされたゲスト 
WLAN を 1 つ以上の（アンカー）WLC にマップできます。自動アンカー モビリティによって、ゲ
スト WLAN と関連するすべてのゲスト トラフィックを、インターネット DMZ に常駐するアン
カー コントローラに企業ネットワークを通して透過的に転送できます（図 10-2 を参照）。

図 10-2 自動アンカー EoIP トンネル

図 10-3 は、ゲスト WLAN がプロビジョニングされた外部コントローラとローカル Web 認証を
実行しているアンカー コントローラ間の Ethernet in IP トンネル（強調表示部分）のスニファ ト
レースを示しています。図中の 初の IP 詳細は、外部コントローラとアンカー コントローラ間
の Ethernet in IP トンネルを示しています。2 番目の IP 詳細は、ゲスト トラフィックの詳細です

（この場合は、DNS クエリー）。
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WLAN コントローラ ゲスト アクセス
図 10-3 Ethernet in IP スニファ トレースのサンプル

アンカー コントローラ展開ガイドライン

この項では、無線ゲスト アクセスをサポートするためのアンカー コントローラの展開に関する
ガイドラインを提供します。

アンカー コントローラの位置決め

アンカー コントローラは、ゲスト WLAN トラフィックの終端とそれに続くインターネットへの
アクセスに関与するため、通常は企業のインターネット DMZ 内に配置されます。これによって、
社内の認証されたコントローラとアンカー コントローラ間の通信を的確に管理するためのルー
ルをファイアウォール内に確立できます。このルールには、送信元または送信先のコントローラ
のアドレス、WLC 間通信用の UDP ポート 16666、およびクライアント トラフィック用の IP プロ
トコル ID 97 Ethernet in IP に対するフィルタリングが含まれます。その他に必要なルールは次の
とおりです。

• UDP 161 および 162：SNMP

• TFTP 用の UDP 69

• HTTP 用または GUI アクセスの HTTPS 用の TCP 80、443、および 8443

• Telnet 用、または CLI アクセスの SSH 用の TCP 23 または 22

• NTP 用の UDP 123

• Syslog 用の TCP 514

• UDP 1812 および 1813 RADIUS
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トポロジによっては、ファイアウォールを使用して、外部の脅威からアンカー コントローラを保
護できます。

大のパフォーマンスを引き出すために、また、ネットワーク内の位置決めが推奨されているこ
とから、ゲスト アンカー コントローラをゲスト アクセス機能のサポートに専念させることを強
く推奨します。つまり、アンカー コントローラを、ゲスト アクセスの他に、社内の他の CAPWAP 
AP の制御や管理に使用しないようにします。

DHCP サービス

前述したように、ゲスト トラフィックは、EoIP を経由してレイヤ 2 に転送されます。したがって、
DHCP サービスを実装できる 初のポイントは、ローカルのアンカー コントローラ上か、クライ
アントの DHCP 要求を外部サーバに中継できるコントローラ上になります。設定例については、

「ゲスト アクセスの設定」を参照してください。

ルーティング

ゲスト トラフィックは、アンカー コントローラで出力されます。ゲスト WLAN は、アンカー上の
動的なインターフェイスまたは VLAN にマッピングされます。トポロジによって、このインター
フェイスが、ファイアウォール上のインターフェイスに接続される場合と、インターネット境界
ルータに直接接続される場合があります。したがって、クライアントのデフォルト ゲートウェイ 
IP は、ファイアウォールの IP か、または 初のホップ ルータ上の VLAN またはインターフェイ
スのアドレスになります。入力ルーティングの場合は、ゲスト VLAN が直接、ファイアウォール
上の DMZ インターフェイスに接続されるか、境界ルータ上のインターフェイスに接続されるこ
とが考えられます。いずれの場合も、ゲスト（VLAN）サブネットは直結ネットワークと認識され、
それに応じてアドバタイズされます。

アンカー コントローラのサイジングとスケーリング

企業における展開の多くで、ゲスト ネットワーキングを もコスト効率良くサポートするプ
ラットフォームは、Cisco 2504 シリーズ コントローラです。このコントローラを EoIP トンネル
終端によるゲスト アクセスのサポートに限定して展開する場合、コントローラはネットワーク
内の AP の管理に使用されないと考えられるため、12 個の AP をサポートする 2504 で十分です。

1 台のワイヤレス LAN コントローラで、社内にある 大 71 台の外部コントローラからの EoIP 
トンネルをサポートできます。

ゲスト アンカー コントローラの選択は、アクティブなゲスト クライアント セッションの数に
よって定義されているか、またはコントローラ上のアップリンク インターフェイスの容量に
よって定義されているか、あるいはその両方で定義されたとおりのゲスト トラフィック量に依
存します。

ゲスト アンカー コントローラあたりの総スループットとクライアントの制限は次のとおりです。

• 2504 WLC = 1 Gbps および 1000 ゲスト クライアント

• 3504 WLC = 4 Gbps および 3000 ゲスト クライアント

• 5508 WLC = 8 Gbps および 7,000 ゲスト クライアント

• 5520 WLC = 20 Gbps および 20,000 ゲスト クライアント

• Catalyst 6K WiSM-2 = 20Gbps および 15,000 ゲスト クライアント

• WLC 7500 = 10 Gbps および 20,000 ゲスト クライアント

• 8510 WLC = 10 Gbps および 20,000 のゲスト クライアント

• 8540 WLC = 40 Gbps および 64,000 のゲスト クライアント
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WLAN コントローラ ゲスト アクセス
アンカー コントローラの冗長性 N+1

Cisco Unified Wireless Network ソリューション ソフトウェアでは、自動アンカー/モビリティ機能
に追加された「ゲスト N+1」冗長性機能がサポートされます。この機能には、自動 ping 機能が導入
されています。この機能によって、フォーリン コントローラが積極的に ping をアンカー コント
ローラに送信して、コントロールとデータ パスの接続を確認できます。障害が発生したり、アク
ティブなアンカーに到達できなくなった場合には、外部コントローラが次のことを行います。

• アンカーが到達できなくなっていることを自動的に検出します。

• 到達できないアンカーに以前に関連付けられた無線クライアントの関連付けを自動的に解
除します。

• 無線クライアントを代替アンカー WLC に自動的に再び関連付けます。

ゲスト N+1 冗長性により、所定のゲスト WLAN に 2 つ以上のアンカー WLC を定義できます。

図 10-4 は、アンカー コントローラの冗長性を備えた、一般的なゲスト アクセス トポロジを示し
ています。

図 10-4 ゲスト アンカーの N+1 冗長性を備えたゲスト アクセス トポロジ

ゲスト N+1 冗長性については、次のことに留意してください。

• 所定の外部コントローラの負荷は、ゲスト WLAN に設定されたアンカー コントローラのリ
スト全体で無線クライアント接続のバランスを取ります。1 つのアンカーを、1 つ以上のセ
カンダリ アンカーを持つプライマリ アンカーとして指定する方法は、現在のところありま
せん。

• 到達できなくなっているアンカー WLC に関連付けられた無線クライアントは、WLAN 用に
定義された別のアンカーに再び関連付けられます。これが発生し、Web 認証が使用されてい
る場合には、クライアントは Web ポータル認証ページにリダイレクトされ、資格情報の再送
信が要求されます。

（注） Cisco Unified Wireless Network でマルチキャストが有効でも、ゲスト トンネルではマルチ
キャスト トラフィックはサポートされません。
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アンカー コントローラの冗長性のプライオリティ

ゲスト アンカーの優先順位機能は、アンカー WLC 間での「アクティブ/スタンバイ」負荷分散を
実現するメカニズムを提供します。これは、アンカー WLC ごとに固定のプライオリティを割り
当て、負荷を もプライオリティの高い WLC に分散するか、プライオリティ値が同じ場合はラ
ウンド ロビン方式で負荷を分散することによって実現できます。

WLAN を設定するときに、ゲスト アンカーにプライオリティを設定できます。プライオリティ
値は 、1（高）～ 3（低）の範囲か、primary、secondary、または tertiary のいずれかで、定義されたプラ
イオリティがゲスト アンカーと一緒に表示されます。アンカー WLC 単位で許可されるプライオ
リティ値は 1 つだけです。ゲスト アンカーの選択は、単一のプライオリティ値に基づくラウンド 
ロビンで行われます。ゲスト アンカーがダウンした場合は、プライオリティが同じゲスト アン
カーでフォールバックが行われます。プライオリティ値が同じすべてのゲスト アンカーがダウ
ンした場合は、次に高いプライオリティに基づくラウンド ロビン ベースで選択が実行されま
す。デフォルトのプライオリティ値は 3 です。WLC をリリース 8.1 にアップグレードすると、プ
ライオリティ 3 のマークが付けられます。プライオリティ設定はリブート後も保持されます。ま
た、プライオリティ設定は、シームレスなスイッチオーバー用の HA ペア間で同期されます。同じ
一連のルールが、IPv4 アドレッシングか、IPv6 アドレッシングかに関係なく、アンカー WLC の
決定に適用されます。つまり、デュアル スタック ケースを含め、 も高いプライオリティ値が決
定因子であって、アドレッシングではありません。

[Restrictions（機能制限）]

• プライオリティ値の使用回数に対するハード リミットはありません。

• この機能は、ワイヤレスと「旧式の」モビリティ モデルにのみ適用されます。

• WLAN 単位でサポートされる 大アンカー数は 24（8.1 より前のリリースの WLAN 単位の
大アンカー数と同じ）です。

• リリース 8.1 からダウングレードした場合は、この機能が以前のイメージではサポートされ
ないため、無効になります。

• プライオリティが も高いゲスト アンカーが起動すると、既存の接続はその新しいプライ
オリティの高いアンカーに移動せず、新しい接続のみがそのアンカーに移動します。

• この機能は、すべての内部 WLC とアンカー WLC がリリース 8.1 を使用している場合に適用
されます。

• 内部/フォーリン コントローラに優先順位 0 のローカル アドレスがあってはなりません。出
力内の優先順位 0 はローカル IP アドレスを示します。たとえば、トンネルの終端を持つ 
DMZ 上のアンカー WLC の場合です。

8.1 より前のリリース リリース 8.1

すべてのゲスト クライアントが、アンカー 
WLC 間でラウンド ロビン方式で負荷分散さ
れます。

すべてのゲスト クライアントが、ローカルの
内部 WLC に関してプライオリティが も高
いアンカー コントローラに送信されます。

1 つのアンカーで障害が発生した場合は、ゲス
ト クライアントが残りのアンカー WLC 間で
負荷分散されます。

1 つのアンカーで障害が発生した場合は、ゲス
ト クライアントが次にプライオリティが高い
アンカーに送信されるか、残りのアンカーの
プライオリティ値が同じ場合はラウンド ロビ
ン方式でアンカーに送信されます
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構成の考慮事項

• プライオリティ設定は、外部コントローラ WLAN 上でのみ行う必要があります。モビリティ 
リストに、0 値および同じコントローラが少数の WLAN 用のアンカー、および少数の WLAN 
用のフォーリン コントローラとして機能していることを表す 0 以外の値が表示されてい
て、DMZ に WLC があり、その WLC に接続している AP が存在しない場合、その WLAN に対
し優先順位は 0 以外であってはなりません。これはネットワーク上のすべてのクライアント
の終端ポイントでなければならないからです。

• 外部 WLC に対する 0 のプライオリティとアンカー WLC に対する 0 以外のプライオリティ
が表示されないようにするのが理想です。たとえば、10.10.10.10（サイト A）と 20.20.20.20

（サイト B）のプライオリティを 0 にしないようにして、DMZ コントローラ 172.10.10.10（サ
イト A）と 172.20.20.20（サイト B）のプライオリティを 0 以外の値にしないようにする必要
があります。

• コントローラ固有の IP アドレスをアンカーとして選択した場合、ここで優先順位値 0 を設
定することはできません。コントローラ固有の IP アドレスがアンカーとして選択された場
合は、自動的にプライオリティが 0 に設定されます。

例

• ローカル アンカー WLC は、リモート アンカー WLC のグループより高いプライオリティの
グループに分類される場合があります。

• ゲスト クライアントのトラフィックは、リモート WLC よりプライオリティ値の高い内部 
WLC に対してローカルなアンカー WLC に流れます。

• ローカル アンカーはプライオリティ値が同じであるため、ゲスト クライアントのトラ
フィックがローカル アンカー WLC 間でラウンド ロビン方式で負荷分散されます。

• すべてのローカル アンカー WLC で障害が発生した場合は、トラフィックが次のプライオリ
ティ レベルのリモート アンカー WLC 間でラウンド ロビン方式で負荷分散されます。
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Web ポータル認証

Cisco Centralized Guest Access ソリューションは、組み込み型の Web ポータルを備えています。
このポータルは、認証用のゲスト資格情報を要求するのに使用され、免責条項または利用規定情
報の表示機能と単純なブランディング機能を備えています（図 10-5 を参照）。

図 10-5 コントローラの Web 認証ページ

Web ポータル ページは、すべての Cisco WLAN コントローラ プラットフォーム上で使用でき、
WLAN がレイヤ 3 Web ポリシーベースの認証用に設定された場合にデフォルトで呼び出され
ます。

よりカスタマイズされたページが必要な場合は、カスタマイズされたページを管理者がイン
ポートしてローカルに保存するオプションが用意されています。また、会社で外部 Web サーバを
使用する場合は、内部サーバを使用せずに外部サーバにリダイレクトするようにコントローラ
を設定できます。Web ページの設定に関するガイドラインについては、「ゲスト アクセスの設定」
を参照してください。

ユーザ リダイレクション

たいていの Web ベースの認証システムでは一般的なことですが、ゲスト クライアントを WLC 
の Web 認証ページにリダイレクトする場合は、ゲスト クライアントが Web ブラウザ セッション
を起動して、対象 URL を開く必要があります。リダイレクションが正常に動作するには、次の条
件を満たす必要があります。

• DNS 解決：ゲスト アクセス トポロジでは、有効な DNS サーバが DHCP 経由で割り当てら
れ、認証前のユーザからその DNS サーバへアクセスできるようにする必要があります。クラ
イアントが認証で Web ポリシー WLAN に関連付けられると、DHCP と DNS を除くすべての
トラフィックがブロックされます。そのため、DNS サーバは、アンカー コントローラから到
達可能にする必要があります。トポロジによっては、DNS を許可するためにファイアウォー
ルを通してコンジットを開く必要がある場合と、インターネット境界ルータ上の ACL を変
更する必要がある場合があります。
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（注） 静的 DNS 設定のクライアントは、設定された DNS サーバがゲスト ネットワークからア
クセスできるかどうかによって、機能しない場合があります。

• 解決可能なホームページ URL：ゲスト ユーザのホームページ URL は、DNS によってグロー
バルに解決可能である必要があります。たとえば、ユーザのホームページが、会社のイントラ
ネットの外側では解決できない社内用ホームページである場合、そのユーザはリダイレクト
されません。この場合、ユーザは www.yahoo.com や www.google.com などの一般サイトへの 
URL を開く必要があります。

• HTTP ポート 80：ユーザのホームページは解決可能ですが、HTTP ポート 80 以外のポート上
にある Web サーバに接続された場合、ユーザはリダイレクトされません。また、ユーザが 
WLC の Web 認証ページにリダイレクトされるには、ポート 80 を使用する URL を開く必要
があります。

（注） ポート 80 に加え、コントローラがリダイレクションをモニタできるように、追加ポート番号を 1 つ
設定するオプションがあります。この設定は、コントローラの CLI を通してのみ使用可能です。

<controller_name> config> networkweb-auth-port <port>

ゲスト資格情報の管理

ゲスト資格情報は、管理システムまたはコントローラの Web UI を使用して一元的に作成および
管理できます。ネットワーク管理者は、ゲスト資格情報を作成するためのロビー アンバサダー 
アクセスを許可する限定的な特権アカウントを管理システム内に作成できます。このようなア
カウントでは、Lobby Ambassador に許可されている機能は、ゲスト資格情報を作成して、Web ポ
リシーが WLAN に設定されたコントローラに割り当てることだけです。

管理システム内の多くの設定タスクと同様に、ゲスト資格情報はテンプレートを使用して作成さ
れます。次にいくつかの新しいゲスト ユーザ テンプレートのオプションおよび機能を示します。

• ゲスト テンプレートには、2 種類あります。1 つは、有効期間を制限するかまたは無制限にし
た、即時のゲスト アクセスをスケジューリングするためのゲスト テンプレートです。もう 1 つ
は、管理者が「将来の」ゲスト アクセスをスケジューリングして、曜日と時間帯によるアクセス
制限を提供します。

• このソリューションにより、管理者はゲスト ユーザに資格情報を電子メールで送信できる
ようになります。さらに、「スケジュール」ゲスト テンプレートが使用されると、アクセスが
提供される新しい日（間隔）ごとに、資格情報が自動的に電子メールで送信されます。

• （ゲスト）WLAN SSID および管理システムのマッピング情報（キャンパス/ビルディング/フ
ロアの場所）に基づくか、または WLAN SSID および特定のコントローラまたはコントロー
ラのリストに基づいて、ゲスト資格情報を WLC に適用できます。後者の方法は、この章で説
明するように、ゲスト モビリティ アンカー方式でゲスト アクセスを展開する場合に使用さ
れます。

Lobby Ambassador がゲスト テンプレートを作成すると、ゲスト アクセス トポロジに応じて 1 つ
以上のコントローラに適用されます。「Web」ポリシーで設定した WLAN を持つコントローラだ
けが、適用可能なテンプレートの候補コントローラとして一覧表示されます。これは、ゲスト テ
ンプレートを管理システムのマップ ロケーションの基準に基づいてコントローラに適用する場
合にも当てはまります。
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適用されたゲスト資格情報は、（アンカー）WLC 上にローカルに保存され（[Security] > [Local Net 
Users]）、ゲスト テンプレートで定義された「ライフタイム」変数の期限までそこで保持されま
す。資格情報の有効期限が切れている場合でも、無線ゲストが関連付けられてアクティブな場合
は、WLC がトラフィック転送を停止してそのユーザの WEBAUTH_REQD ポリシー状態に戻り
ます。ゲスト資格情報が（コントローラに）再適用されない場合、そのユーザは二度とネットワー
クにアクセスすることができません。

（注） ゲスト資格情報に関連付けられたライフタイム変数は、WLAN セッション タイムアウト変数と
は無関係です。WLAN セッション タイムアウトの時間を過ぎてもユーザが接続したままの場合
は、認証が解除されます。その後、ユーザは、Web ポータルにリダイレクトされ、資格情報の有効
期限が切れていない場合には、再度アクセスするためにログインをやり直す必要があります。面
倒な認証のリダイレクトを避けるには、ゲスト WLAN セッション タイムアウト変数を適切に設
定する必要があります。

ローカル コントローラのロビー管理者のアクセス

中央集中型管理システムが展開されていないか使用できない場合、ネットワーク管理者は、ロ
ビー管理者の特権だけを付与したローカル管理者のアカウントをアンカー コントローラ上に設
定できます。ロビー管理者のアカウントを使用してコントローラにログインしたユーザは、ゲス
ト ユーザ管理機能にアクセスできます。ローカル ゲスト管理で使用可能な設定オプションは、
管理システムを通して使用可能な機能とは対照的に、限られています。次のオプションが含まれ
ます。

• ユーザ名（User name）

• 生成パスワード

• 管理者割り当てパスワード

• 確認パスワード

• 有効期間 - 日：時：分：秒

• SSID

• ゲスト ロール プロファイル

• レイヤ 3 Web ポリシー認証用に設定された WLAN だけを表示

• 説明

管理システムによってコントローラに適用された資格情報は、管理者がコントローラにログイ
ンしたときに表示されます。ローカルのロビー管理者のアカウントには、管理システムによって
以前に作成されたゲスト資格情報を変更または削除する特権が与えられます。WLC 上でローカ
ルに作成されるゲスト資格情報は、コントローラの設定が管理システムで更新されない限り、管
理システムに自動的に表示されません。WLC 設定の更新の結果として管理システムにインポー
トされる、ローカルに作成されるゲスト資格情報は、編集して WLC に再適用できる、新しいゲス
ト テンプレートとして表示されます。
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ゲスト ユーザの認証

「ゲスト資格情報の管理」で説明したように、管理者が管理システムまたはコントローラ上で
ローカルのアカウントを使用してゲスト ユーザ資格情報を作成した場合は、それらの資格情報
は、コントローラ上でローカルに保存されます。そのコントローラは、中央集中型ゲスト アクセ
ス トポロジの場合、アンカー コントローラとなります。

無線ゲストが Web ポータルを通してログインした場合、コントローラは次の順番で認証を処理
します。

1. コントローラが、ユーザ名とパスワードをローカル データベースでチェックし、そこに存在
すれば、アクセスを許可します。

ユーザ資格情報が見つからなかった場合は、次のように処理されます。

2. コントローラが、外部 RADIUS サーバがゲスト WLAN 用に設定されているかどうかチェッ
クします（WLAN 構成設定の下）。そのように設定されている場合は、コントローラが、その
ユーザ名とパスワードで RADIUS アクセス要求パケットを作成し、選択された RADIUS 
サーバに転送して認証します。

特定の RADIUS サーバがゲスト WLAN 用に設定されていない場合は、次のように処理されます。

3. コントローラが、グローバルな RADIUS サーバの設定をチェックします。「ネットワーク」
ユーザを認証するように設定されたすべての外部 RADIUS サーバは、ゲスト ユーザ資格情
報を使用して照会されます。それ以外では、どの RADIUS サーバでも「ネットワーク ユーザ」
がオンになっておらず、また上記 1 または 2 でユーザが認証されていない場合、認証は失敗
します。

（注） RADIUS サーバは、[WLC Security] > [AAA] > [RADIUS] 設定で [Network User] チェックボック
スがオフになっている場合でも、ネットワーク ユーザ認証をサポートするために使用できます。
ただし、これを実現するには、サーバが特定の WLAN の [Security] > [AAA Servers] 設定で明示的
に選択されている必要があります。

外部認証

WLC およびゲスト アカウント管理（Lobby Ambassador）機能は、WLC 上のローカル認証用にゲ
スト ユーザ資格情報を作成して適用するためだけに使用できます。ただし、既存のゲスト管理/
認証ソリューションが、有線ゲスト アクセスまたは NAC ソリューションの一部として、すでに
企業に展開されている場合があります。その場合は、「ゲスト ユーザの認証」で説明したように、
Web ポータル認証を外部 RADIUS サーバに転送するようにアンカー コントローラ/ゲスト 
WLAN を設定できます。

コントローラが Web ユーザを認証するために使用するデフォルトのプロトコルは、パスワード
認証プロトコル（PAP）です。外部 AAA サーバに対して Web ユーザを認証している場合は、その
サーバがサポートしているプロトコルを確認する必要があります。また、Web 認証に CHAP また
は MD5-CHAP を使用するようにアンカー コントローラを設定できます。Web 認証プロトコル 
タイプは、WLC のコントローラ設定で設定されます。
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ISE または Cisco Secure ACS と Microsoft ユーザ データベースを使用した外部認証

ゲスト アクセスの展開で、ゲスト ユーザの認証に Cisco ACS とともに ISE または Microsoft ユー
ザ データベースの使用を検討している場合は、次の Cisco ACS 設定に関する注意事項を参照し
てください。

Cisco Secure Access Control System

特に、次のドキュメントを参照してください。

Cisco Secure Access Control System インストレーション/アップグレード ガイド

ISE と Active Directory の統合：

Active Directory Integration with Cisco ISE

ゲスト パススルー

無線ゲスト アクセスのもう 1 つの形態は、ユーザ認証をすべて省略して、オープン アクセスを可
能にすることです。ただし、企業は、アクセスを許可する前に利用規定または免責条項のページ
をユーザに表示することが必要になる場合があります。そのような場合は、Web ポリシーをパス
スルーするようにゲスト WLAN を設定できます。このシナリオでは、ゲスト ユーザが、免責情報
を含むポータル ページにリダイレクトされます。

また、パススルー モードには、ユーザが接続する前に電子メールアドレスを入力するオプション
もあります（サンプル ページについては、図 10-6 および図 10-7 を参照）。設定例については、「ゲ
スト アクセスの設定」を参照してください。

図 10-6 Welcome AUP ページのパススルー
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図 10-7 電子メールを含むページのパススルー

ゲスト アクセスの設定
この項では、Cisco Unified Wireless Network ソリューション内で無線ゲスト アクセス サービスを
有効にする方法について説明します。設定作業では、Web ブラウザを使用する必要があります。
コントローラとの Web セッションは、コントローラの管理 IP アドレス（https://management_IP）
またはオプションでコントローラのサービス ポート IP アドレスへの HTTPS セッションを開く
ことによって確立されます。

次の手順では、アンカー WLC を除き、コントローラと LAP のインフラストラクチャがすでに展
開されているものとします。詳細については、「アンカー コントローラ展開ガイドライン」を参照
してください。

（注） この項で説明する設定手順は、記載された順序に従って実行することを推奨します。

設定セクション全体を通じて、次の用語が使用されます。

• 外部 WLC：企業のキャンパス全体またはブランチ ロケーションに展開され、AP のグループ
の管理および制御に使用される 1 つ以上の WLC を指します。外部コントローラが、ゲスト 
WLAN をゲスト モビリティ EoIP トンネルにマッピングします。

• アンカー WLC：企業 DMZ 内に展開され、ゲスト モビリティ EoIP トンネル終端、Web リダイ
レクション、およびユーザ認証を実行するために使用される 1 つ以上の WLC を指します。

（注） この項では、特定の設定画面キャプチャの関連する部分だけを示します。
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Cisco Unified Wireless Network ゲスト アクセス ソリューションの実装は、次の設定カテゴリに分
類できます。

• アンカー WLC の設置およびインターフェイス設定：ここでは、1 つ以上のアンカー WLC の
実装に関する設置の要件、手順、および注意点について簡単に説明します。既存の Cisco 
Unified Wireless Network 展開にゲスト アクセスを初めて実装する場合、アンカー WLC は通
常、企業ネットワークのインターネット エッジに設置される新しいプラットフォームです。

• モビリティ グループの設定：ここでは、外部 WLC が、1 つ以上のゲスト アンカー WLC への 
EoIP トンネルの起点となるように設定する必要があるパラメータについて説明します。モ
ビリティ グループの設定自体で EoIP トンネルが作成されるわけではなく、ゲスト アクセス 
WLAN サービスをサポートするために、外部 WLC とアンカー WLC 間のピア関係が確立さ
れます。

• ゲスト WLAN の設定：ゲスト WLAN（外部 WLC を起点とする）をアンカー WLC にマッピン
グするのに必要な WLAN 固有の設定パラメータに焦点を当てます。ゲスト アクセス ソ
リューションの設定のこの部分において、外部 WLC とアンカー WLC 間に EoIP トンネルが
作成されます。ここでは、Web ベースの認証のレイヤ 3 リダイレクションを起動するために
必要な設定についても説明します。

• ゲスト アカウント管理：ここでは、コントローラまたはアンカー WLC のロビー管理者イン
ターフェイスを使用して、アンカー WLC でローカルにゲスト ユーザ資格情報を設定および
適用する方法の概要について説明します。

• その他の機能とソリューション オプション：次のような、設定が可能なその他の機能につい
て説明します。

– Web ポータル ページの設定と管理

– 外部 Web リダイレクションのサポート

– 事前認証 ACL

– アンカー WLC DHCP の設定

– 外部 RADIUS 認証

– 外部アクセス コントロール

アンカー WLC の設置およびインターフェイスの設定

「アンカー コントローラの位置決め」で説明したように、アンカー WLC は、ゲスト アクセスだけ
に使用して、社内の LAP の制御および管理には使用しないことを推奨します。

この項では、アンカー WLC 上のインターフェイス設定のすべてを扱っているわけではありませ
ん。読者は、初期ブート時に必要な、シリアル コンソール インターフェイスを使用した WLC の
初期化と設定プロセスに精通していることを前提とします。

この項では、ゲスト アクセス トポロジ内にアンカーとして展開する WLC 上でのインターフェ
イスの設定に関する特定の情報と注意事項を記載します。

シリアル コンソール インターフェイスを使用した初期設定の一環として、次の 3 つの静的イン
ターフェイスを定義する必要があります。

• コントローラ管理：このインターフェイス/IP は、ネットワーク上の他のコントローラとの通
信に使用されます。また、外部コントローラを起点とする EoIP トンネルの終端にも使用され
るインターフェイスです。

• AP マネージャ インターフェイス：AP 管理にコントローラを使用しない場合でも、このイン
ターフェイスは設定する必要があります。シスコでは、管理インターフェイスと同じ VLAN 
およびサブネット上に、AP マネージャ インターフェイスを設定することを推奨します。
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• 仮想インターフェイス：コントローラのクイックスタート インストール マニュアルでは、
192.0.2.1 などのアドレスの仮想 IP を定義するように推奨されています。このアドレスは、同
じモビリティ グループのメンバーであるすべてのコントローラで同じアドレスにする必要
があります。また、仮想インターフェイスは、コントローラがクライアントを Web 認証のた
めにリダイレクトするときの送信元 IP アドレスとしても使用されます。

ゲスト VLAN インターフェイスの設定

前述したインターフェイスは、コントローラに関連付けられた動作と管理機能に使用されます。
ゲスト アクセス サービスを実装するには、もう 1 つのインターフェイスを定義する必要があり
ます。これは、ゲスト トラフィックをインターネットにルーティングするためのインターフェイ
スです。「アンカー コントローラの位置決め」で説明したように、ゲスト インターフェイスは、
ファイアウォール上のポートに接続される場合と、インターネット境界ルータ上のインター
フェイスに切り替えられる場合があります。

新しいインターフェイスの定義

次の手順を実行して、ゲスト トラフィックをサポートするインターフェイスを定義および設定
します。

ステップ 1 [Controller] タブをクリックします。

ステップ 2 左側のペインで、[Interfaces] をクリックします（図 10-8 を参照）。

図 10-8 コントローラ インターフェイス

ステップ 3 [New] をクリックします。

ステップ 4 インターフェイス名と VLAN ID を入力します（図 10-9 を参照）。
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図 10-9 インターフェイス名と VLAN ID

ステップ 5 次のプロパティを定義します。

• Interface IP

• Mask

• ゲートウェイ（アンカー コントローラに接続されたファイアウォールまたはネクスト ホッ
プ ルータの場合）

• DHCP サーバ IP（外部 DHCP サーバを使用している場合は、[Primary DHCP Server] フィール
ドのそのサーバの IP アドレスを使用します）。図 10-10 を参照してください。
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図 10-10 インターフェイス プロパティの定義

（注） 内部 DHCP サーバは推奨されませんが、DHCP サービスをアンカー コントローラ上でローカル
に実装する必要がある場合は、[Primary DHCP Server] フィールドにコントローラの管理 IP アド
レスを入力します。内部 DHCP サーバのサポートがコントローラ プラットフォームに存在する
かどうか確認します。ゲスト N+1 冗長性が DMZ に実装されている場合、展開されている追加の
アンカー WLC ごとに、上記のインターフェイス設定を繰り返します。
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モビリティ グループの設定

次のデフォルトのモビリティ グループ パラメータは、標準の中央集中型 WLAN 展開の一部とし
て、外部 WLC に定義しておく必要があります。ゲスト アクセスの自動アンカー モビリティをサ
ポートするには、モビリティ グループ ドメイン名でアンカー WLC も設定する必要があります。

アンカー WLC のデフォルト モビリティ ドメイン名の定義

アンカー WLC のデフォルト モビリティ ドメイン名を設定します。アンカーのモビリティ ドメ
イン名は、外部 WLC に設定した名前と異なる必要があります。以下の例では、企業の無線展開に
関連付けられている WLC（外部コントローラ）は、すべてモビリティ グループ「SRND」のメン
バーです。一方、ゲスト アンカー WLC は、別のモビリティ グループ名「ANC」で設定されます。こ
れは、企業の無線展開に関連付けられているプライマリ モビリティ ドメインから、アンカー 
WLC を論理的に区別しておくために行われます。

ステップ 1 [Controller] タブをクリックします。

ステップ 2 [Default Mobility Domain Name] フィールドに名前を入力します。

ステップ 3 [Apply] をクリックします。（図 10-11 を参照）。

図 10-11 アンカー WLC 上のデフォルト モビリティ ドメイン名の定義

アンカー WLC のモビリティ グループ メンバーの定義

ゲスト WLAN をサポートする企業での展開内のすべての外部 WLC は、ゲスト アンカー WLC 
のモビリティ グループ メンバーとして定義する必要があります。

ステップ 1 [Controller] タブをクリックします。

ステップ 2 左側のペインで、[Mobility Management] をクリックし、[Mobility Groups] をクリックします
（図 10-12 を参照）。
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図 10-12 モビリティ グループ メンバーの定義

ステップ 3 [New] をクリックして、ゲスト アクセス WLAN をサポートする各外部コントローラの MAC と 
IP アドレスを定義します（図 10-13 を参照）。

図 10-13 アンカー WLC への外部コントローラの追加

（注） 上に示した図 10-13 の [Group Name] は、外部 WLC の [Default Mobility Domain Name] で設定さ
れる名前です。これは、アンカー WLC に使用される名前と異なる必要があります。メンバーの IP 
アドレスと MAC アドレスは、外部 WLC の管理インターフェイスに関連付けられたアドレスで
す。ゲスト WLAN をサポートする追加の各外部 WLC に対して、上記の手順を繰り返します。複
数のアンカーが展開されている場合（ゲスト アンカー冗長性）、「アンカー WLC のデフォルト モ
ビリティ ドメイン名の定義」と「アンカー WLC のモビリティ グループ メンバーの定義」の手順
を繰り返します。

外部 WLC のモビリティ グループ メンバーとしてアンカー WLC を追加

「無線ゲスト アクセスをサポートする自動アンカー モビリティ」で説明したように、各外部 WLC 
は、アンカー WLC 上で終端する EoIP トンネルにゲスト WLAN をマッピングします。そのため、
アンカー WLC は、各外部コントローラのモビリティ グループのメンバーとして定義する必要が
あります。下の例で、アンカー WLC のグループ名エントリが「ANC」で（「アンカー WLC のモビ
リティ グループ メンバーの定義」を参照）、企業の無線展開を構成しているもう一方の WLC が
モビリティ グループ「SRND」のメンバーであることに注意してください。
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ステップ 1 [New] をクリックして、アンカー WLC の IP、MAC アドレス、およびグループ名をモビリティ メ
ンバー テーブルに追加します。

ステップ 2 追加の外部コントローラごとにこの手順を繰り返します（図 10-14 を参照）。

図 10-14 外部 WLC へのアンカー コントローラの追加

（注） ゲスト アンカー冗長性機能が展開されている場合、2 つ以上のアンカー WLC エントリが各外部 
WLC のモビリティ グループ メンバー リストに追加されます。

ゲスト WLAN の設定

この項では、単一のゲスト WLAN の設定方法について説明します。ゲスト WLAN は、ゲスト ア
クセスが必要な AP を管理するすべての外部 WLC 上で設定します。アンカー WLC が明らかに
ゲスト WLAN に関連付けられた LAP の管理に使用されない場合でも、アンカー WLC は、ゲスト 
WLAN を使用して設定する必要があります。なぜならば、アンカー WLC は、WLAN の論理拡張
機能で、そこでユーザ トラフィックがアンカー WLC 上のインターフェイス/VLAN に 終的に
ブリッジされるためです（AP と外部コントローラ間では CAPWAP、外部コントローラとアン
カー コントローラ間では EoIP を使用）。

（注） [WLAN Security]、[QoS]、および [Advanced] 設定タブで定義するすべてのパラメータは、アン
カーおよび外部 WLC の両方で同じ設定にする必要があることに注意することが非常に重要で
す。図 10-15 は、以下で説明する WLAN 設定のハイレベルの概略図を示しています。
10-22
Enterprise Mobility 8.5 設計ガイド

 



 

第 10 章      Cisco Unified Wireless Network ゲスト アクセス サービス

ゲスト アクセスの設定
図 10-15 WLAN の設定

（注） [WLAN Security]、[QoS]、および [Advanced] 設定タブで定義するパラメータは、アンカーおよび
外部コントローラの両方で同じ設定にする必要があります。
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外部 WLC：ゲスト WLAN の設定

ステップ 1 [WLANs] タブをクリックして、[New] をクリックします（図 10-16 を参照）。

図 10-16 ゲスト WLAN の設定

ステップ 2 将来のゲスト ユーザが、直感的に理解できるか、または認識しやすい SSID を定義します。

コントローラで自動的に VLAN ID を割り当てます。管理者は、他の SSID/WLAN で使用されて
いなければ、1 ～ 16 の ID を選択できます。

ステップ 3 [Profile Name] を指定します。

ステップ 4 [Apply] をクリックします。（図 10-17 を参照）。

図 10-17 ゲスト WLAN SSID の定義
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新しい WLAN の作成後に、図 10-18 に示すように、設定ページが表示されます。

図 10-18 WLAN の設定ページ

（注） ゲスト WLAN のために外部 WLC によって使用されるデフォルト インターフェイスは、管理イ
ンターフェイスです。EoIP トンネルがアンカーによって確立できない場合、外部コントローラ
は、以前に到達不能なアンカーと関連付けられていた無線クライアントの関連付けを解除して
から新しいクライアントを割り当て、外部ゲスト WLAN 自体の下で設定されたインターフェイ
スにクライアントを再度関連付けます。このため、外部のゲスト WLAN をルーティング不可能
なネットワークにリンクするか、あるいは到達不能 IP アドレスを持つ管理インターフェイスの 
DHCP サーバを設定することを推奨します。アンカーが到達不能になった場合、管理ネットワー
クへのゲスト クライアントのアクセスを防止します。

ゲスト WLAN のパラメータおよびポリシーの定義

[General Configuration] タブで、次の手順を実行します。

ステップ 1 [WLAN Status] の隣のボックスをクリックして WLAN を有効にします。

ステップ 2 ゲスト アクセスをサポートする帯域を制限する場合は、必要に応じて、無線ポリシーを設定し
ます。

• [Broadcast SSID] はデフォルトで有効になるので、有効なままにします。

• デフォルトでは、WLAN は WLC の [management] インターフェイスに割り当てられます。こ
れは変更しないでください。

ステップ 3 [Security] タブをクリックします。（図 10-19 を参照）。
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図 10-19 ゲスト WLAN の一般ポリシーの定義

ステップ 4 レイヤ 2 セキュリティを、デフォルトの設定（802.1x WPA/WPA2）から [none] に設定します
（図 10-20 を参照）。

図 10-20 WLAN のレイヤ 2 セキュリティ設定

ステップ 5 [Layer 3] タブをクリックします（図 10-22 を参照）。
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図 10-21 WLAN のレイヤ 2 セキュリティ設定

図 10-22 ゲスト WLAN のレイヤ 3 セキュリティ設定

ステップ 6 [Web Policy] チェックボックスをオンにします（追加オプションのリストが表示されます）。

WLC が認証前にクライアント間で DNS トラフィックを受け渡しすることを示す、警告のダイア
ログボックスが表示されます。

ステップ 7 Web ポリシーに [Authentication] または [Pass-through] を選択します（「ゲスト ユーザの認証」を
参照）。
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（注） 事前認証 ACL は、認証されていないクライアントが、認証前に特定のホストまたは URL の宛先
に接続することを許可する ACL を適用するために使用できます。ACL は、[Security] > [Access 
Control Lists] で設定されます。事前認証 ACL が Web 認証ポリシーとともに使用される場合、
DNS 要求を許可するルールが含まれている必要があります。含まれていない場合、クライアント
は、ACL によって許可される宛先ホスト/URL に解決して接続することができなくなります。

ステップ 8 [QoS] タブを選択します（図 10-23 を参照）。

図 10-23 ゲスト WLAN QoS 設定

ステップ 9 オプションで、ゲスト WLAN にアップストリーム QoS プロファイルを設定します。デフォルト
は「Silver (Best Effort)」です。この例では、ゲスト WLAN は 低の QoS クラスに再割り当てされ
ています。

ステップ 10 [Advanced] タブをクリックします。（図 10-24 を参照）。

図 10-24 ゲスト WLAN の高度な設定
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ステップ 11 セッション タイムアウトを設定します（オプション）。

（注） セッション タイムアウトが 0（デフォルト）より大きくなると、有効期限後に強制的に認証が解
除され、ユーザは Web ポータルで再認証を要求されます。

ステップ 12 [DHCP Addr. Assignment] を [Required] に設定します。

（注） ゲスト ユーザが、静的 IP 設定を使用してゲスト ネットワークの使用を試みるのを防ぐため、
[DHCP Addr. Assignment] を [Required] に設定することを推奨します。

ステップ 13 後に、[Apply] をクリックします。

ゲスト WLAN モビリティ アンカーの設定

ステップ 1 外部 WLC 上の [WLAN] メニューから、新しく作成されたゲスト WLAN を探します。

ステップ 2 右側のプルダウン選択リストから、[Mobility Anchors] を強調表示してクリックします（図 10-25 
を参照）。

図 10-25 WLAN モビリティ アンカー

ステップ 3 [Switch IP Address (Anchor)] プルダウン選択リストで、ネットワーク DMZ 内で展開されたアン
カー WLC の管理インターフェイスに対応する IP アドレスを選択します。これは、「外部 WLC の
モビリティ グループ メンバーとしてアンカー WLC を追加」で設定されたものと同じ IP アドレ
スです。

ステップ 4 [Priority] フィールドで、アンカー WLC のプライオリティの数値を選択します（複数のアンカー 
WLC が設定されている場合）。

ステップ 5 [Mobility Anchor Create] をクリックします。（図 10-27 を参照）。
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図 10-26 [Switch IP Address (Anchor)] からの管理インターフェイスの選択

図 10-27 WLAN モビリティ アンカーの選択

設定されると、図 10-28 に示す画面には、ゲスト WLAN に割り当てられたモビリティ アンカー
（上記で選択）が表示されます。
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図 10-28 ゲスト WLAN モビリティ アンカーの確認

確認作業を容易にするために、ページには、モビリティ トンネル データ パスと CAPWAP 制御パ
スがアンカーで設定されているかどうかが表示されます。右側のプルダウン選択リストには、宛
先アンカー WLC に ping を送信するオプションがあります。

ステップ 6 終了する場合は、[Back] をクリックします。

ステップ 7 展開されている追加の各アンカー WLC（ゲスト アンカー冗長性）に対して、上記の手順を繰り返
します。

これで、ゲスト WLAN の設定は終了です。ゲスト WLAN をサポートする追加の各外部 WLC に
対して、「外部 WLC：ゲスト WLAN の設定」から「ゲスト WLAN モビリティ アンカーの設定」の
すべての手順を繰り返します。

アンカー WLC 上でのゲスト WLAN の設定

アンカー コントローラ上でのゲスト WLAN の設定は、WLAN インターフェイスおよびモビリ
ティ アンカー設定（以下で詳細を説明）で多少の違いがある点を除き、外部コントローラの設定
と同じです。

（注） ゲスト WLAN に定義する SSID は、外部 WLC 上で定義される SSID とまったく同じにする必要
があります。
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アンカー WLC：ゲスト WLAN インターフェイス

上記のように、アンカー WLC 上でゲスト WLAN に設定するパラメータは、WLAN がマッピング
されるインターフェイスを除いて同じです。この場合、ゲスト WLAN はアンカー WLC 上でイン
ターフェイスまたは VLAN に割り当てられ、アンカー WLC によってファイアウォール上のイン
ターフェイスまたはインターネット境界ルータに接続されます。

ステップ 1 [WLANs] タブをクリックします。

ステップ 2 次の点を除いて、外部 WLC 上で設定した場合と同様に、ゲスト WLAN を作成、設定、および有効
化します。

WLAN の一般的な設定の [Interface] で、「ゲスト VLAN インターフェイスの設定」で作成された
インターフェイス名を選択します（図 10-29 を参照）。

ステップ 3 [Apply] をクリックします。

図 10-29 アンカー WLC ゲスト WLAN インターフェイスの設定

アンカー WLC：ゲスト WLAN モビリティ アンカーの定義

外部 WLC とは設定が異なる 2 つ目のパラメータは、WLAN モビリティ アンカー設定です。ゲス
ト WLAN モビリティ アンカーは、アンカー WLC 自体です。

ステップ 1 [WLANs] タブをクリックします。

ステップ 2 ゲスト WLAN を探して、[Mobility Anchors] をクリックします。

ステップ 3 プルダウン選択リストから、アンカー コントローラを表す IP アドレスを選択します。この IP ア
ドレスの隣に「(Local)」と表示されています。

ステップ 4 [Mobility Anchor Create] をクリックします。（図 10-30 を参照）。
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図 10-30 ゲスト WLAN モビリティ アンカーの定義

（注） ゲスト WLAN モビリティ アンカーは、ローカルです（図 10-31 を参照）。

図 10-31 ゲスト モビリティ アンカーの確認

ゲスト WLAN のモビリティ アンカーはアンカー WLC 自体なので、データとコントロール パス
のステータスは常に「up」と表示されます。「up」と表示されない場合、ローカル WLC をアンカー
として [Switch IP Address (Anchor)] ドロップダウン メニューから選択したことを確認します。ア
ンカー コントローラの SSID のプライオリティは常に 0 になります。

ステップ 5 ゲスト アンカー冗長性を実装している場合、展開されている追加のアンカー WLC ごとに 
WLAN の設定を繰り返します。それ以外の場合、これでゲスト WLAN をアンカー WLC 上で作成
するのに必要な設定手順が完了します。
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ゲスト アカウント管理
ゲスト資格情報をローカルのアンカー コントローラ上で管理する場合は、次の 2 つのいずれか
の方法で資格情報を作成して適用できます。

• Lobby Ambassador 管理者またはスーパー ユーザ/ルート管理者アカウントを使用する。

• コントローラ上で直接、ローカルのロビー管理者アカウントまたは読み取り/書き込みアク
セスできるその他の管理アカウントを使用する。

管理システムを使用したゲスト管理

次の設定例では、管理システム バージョン 2.2 以降がインストールおよび設定され、Lobby 
Ambassador のアカウントが作成されているものとします。

（注） ゲスト テンプレートを作成する前に、個々の WLC 設定が管理システムと同期していることを確
認してください。

システム管理者が割り当てた Lobby Ambassador の資格情報を使用して管理システムにログイン
します（図 10-32 を参照）。

図 10-32 Lobby Ambassador

ログインすると、図 10-33 に示すような画面が表示されます。
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図 10-33 Cisco Prime Infrastructure のロビー管理者インターフェイス 

（注） Cisco Prime Infrastructure は、正式には WCS および NCS と呼ばれていました。

ゲスト テンプレートには、次の 2 種類があります。

• [Add Guest User] テンプレートを使用すると、管理者がゲスト資格情報を作成し、ただちに 1 つ
以上のアンカー WLC に適用できます。

• [Schedule Guest User] テンプレートを使用すると、管理者が将来の月、日、時刻に 1 つ以上の
アンカー WLC に適用されるゲスト資格情報を作成できます（図 10-34 を参照）。

図 10-34 ゲスト ユーザ テンプレート オプション
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ゲスト ユーザの追加テンプレートの使用

ステップ 1 プルダウン選択リストから、[Add Guest User] を選択して [GO] をクリックします。

ステップ 2 図 10-35 に示すようなテンプレートが表示されます。

図 10-35 ゲスト ユーザの追加テンプレート
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図 10-36 は、ゲスト ユーザ アカウント作成の例を示しています。

図 10-36 ゲスト ユーザ アカウントの作成

ステップ 3 [Guest Information] にユーザ名とパスワードを入力します。

パスワードは大文字と小文字が区別されます。ユーザ名は、24 文字以下に制限されています。管
理者には、[Generate Password] チェックボックスをオンにすることによって、パスワードの自動
生成を許可するオプションもあります。

ステップ 4 [Account Configuration] で、次の項目を選択します。

• [Profile]：プルダウン選択リストに、L3 Web ポリシーで設定された WLAN（SSID）のリストが
表示されます。

• [User Role]：管理者により事前に定義され、ゲストのアクセス（契約者、顧客、パートナー、ベ
ンダー、ビジターなど）に関連付けられています。

• [Life Time]：[limited] または [unlimited] を選択します。

• [End Time]：ゲスト アカウントが [Limited] の場合、資格情報の有効期限が切れる月、日、時刻
を選択します。

• [Apply To]：プルダウン選択リストから [Controller List] を選択して、アンカー WLC を表すコ
ントローラの隣にあるチェックボックスをオンにします。他に表示されるコントローラがあ
りますが、これらは外部 WLC を表すことに注意してください。外部 WLC 上でユーザ資格情
報を適用する必要はありません。認証強制ポイントがアンカー WLC であるからです。
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（注） 図 10-36 に示すように、資格情報を適用できる場所には、ユーザがゲスト WLAN にアクセスでき
る物理的/地理的ロケーションを制御できるなど、さまざまなオプションがあります。これには、
屋外領域、屋内領域、ビルディング、フロアなどが含まれます。このロケーション ベースのアクセ
ス方法を使用できるのは、1）WLAN 展開が管理システム マッピング データベースに統合されて
いる場合、2）ゲスト WLAN（Web ポリシーが設定された WLAN）がモビリティ アンカーを使用し
ない場合に限られます。

• [Description]：説明を入力します。説明は、[Security] > [Local Net Users] で資格情報を適用する 
WLC に表示されます。これはゲストに送信できる電子メールにも含まれ、ネットワークへの
アクセスにどのような資格情報を使用するかを知らせます。

• [Disclaimer]：ゲスト ユーザに送信できる電子メールで使用され、ネットワークへのアクセス
にどのような資格情報を使用するかを知らせます。

ステップ 5 設定が終わったら [Save] をクリックします。図 10-37 に示すサマリー画面が表示され、資格情報
がアンカー コントローラに適用されたことを確認できます。管理者には、資格情報をゲスト 
ユーザに印刷するか電子メールで送信するオプションも表示されます。
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図 10-37 ゲスト アカウントの正常な作成
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ステップ 6 [Print/Email Guest User Credentials] をクリックします。図 10-38 に示す画面が表示されます。

図 10-38 ゲスト ユーザ詳細の印刷または電子メールでの送信

（注） ゲスト アカウント情報のユーザへの電子メール送信をサポートするように SMTP メール サー
バを設定する方法の詳細は、『Prime Infrastructure Configuration Guide』を参照してください。

アカウントの詳細を印刷または電子メールで送信すると、図 10-39 に示すような画面が表示され
ます。[User Name] をクリックすることにより、管理者はゲスト アカウントに戻って編集したり、
[User Name] の隣のボックスをオンにしてプルダウン選択リストから [Delete Guest User] を選択
することにより、ゲスト アカウントを削除できます。
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図 10-39 Cisco Prime Infrastructure ゲスト ユーザのサマリー

（注） ユーザがアクティブな状態で Cisco Prime Infrastructure からユーザ テンプレートを削除すると、
そのユーザの認証が解除されます。

ゲスト ユーザのスケジュール テンプレートの使用

ゲスト アカウントの設定の詳細については、『Prime Infrastructure Configuration Guide』を参照し
てください。

図 10-40 は、ゲスト ユーザ テンプレート オプションを示しています。

ステップ 1 プルダウン選択リストから、[Schedule Guest User] を選択して [GO] をクリックします。

図 10-41 に示すようなテンプレートが表示されます。
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図 10-40 ゲスト ユーザ テンプレート オプション

図 10-41 ゲスト ユーザのスケジュール テンプレート
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図 10-42 は、ゲスト ユーザ アカウントのスケジュールの作成例を示しています。

図 10-42 ゲスト ユーザ アカウントのスケジュールの作成

ステップ 2 [Guest Information] にユーザ名を入力します。ユーザ名の長さは、24 文字まで可能です。スケ
ジュールベースのテンプレートを使用する場合、管理者には、アクセスが提供される新しい日ご
とに、ユーザ名が自動生成できるようになるオプションもあります。また、このテンプレートを
使用する場合、ユーザ パスワードが自動生成されます。手動でパスワードを割り当てるオプショ
ンはありません。

ステップ 3 [Account Configuration] で、次の項目を選択します。

• [Profile]：プルダウン選択リストに、L3 Web ポリシーで設定された WLAN（SSID）のリストが
表示されます。

• [User Role]：管理者により事前に定義され、ゲストのアクセス（契約者、顧客、パートナー、ベ
ンダー、ビジターなど）に関連付けられています。

• [Life Time]：[limited] または [unlimited] を選択します。

• [Start Time]：アカウントがアクティブになる時刻、月、日を選択します。

（注） 開始時刻は、アカウントが作成される当日に開始することはできません。開始日は、アカ
ウントが作成される日から 1 日以上過ぎている必要があります。

• [End Time]：アカウントが制限されている場合、終了時刻、月、日を選択します。

（注） 開始日から終了日までの期間は、30 日を超えることはできません。
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• [Days of Week]：アカウントの有効期間に応じて、管理者はアクセスできる曜日を管理できま
す。アクセスが許可される曜日の隣のチェックボックスをクリックします。

（注） [Days of the Week] が選択されている場合、開始および終了時刻は、それぞれの日のうちで
アクセス可能な期間を表します。有効期限が切れるとその日のうちに、Cisco Prime 
Infrastructure は適用可能なコントローラから資格情報を削除します。アクセスが許可さ
れる新しい日/間隔ごとに、Cisco Prime Infrastructure によって新しいパスワード（必要に
応じてユーザ名）が自動生成され、ゲスト ユーザに電子メールで送信され、新しい資格情
報が適用可能な WLC に再適用されます。[Days of the Week] が定義されていない場合、開
始日時に基づいてアクセスが開始され、終了日時まで常にアクティブになります。

• [Apply To]：プルダウン選択リストから [Controller List] を選択して、アンカー WLC を表すコ
ントローラの隣にあるチェックボックスをオンにします。他に表示されるコントローラがあ
りますが、これらは外部 WLC を表すことに注意してください。外部 WLC 上でユーザ資格情
報を適用する必要はありません。認証強制ポイントがアンカー WLC であるからです。

（注） 図 10-42 に示すように、資格情報を適用できる場所には、ユーザがゲスト WLAN にアクセスでき
る物理的/地理的ロケーションを制御できるなど、さまざまなオプションがあります。これには、
屋外領域、屋内領域、ビルディング、フロアなどが含まれます。このロケーション ベースのアクセ
ス方法を使用できるのは、1）WLAN 展開が管理システム マッピング データベースに統合されて
いる場合、2）ゲスト WLAN（Web ポリシーが設定された WLAN）がモビリティ アンカーを使用し
ない場合に限られます。

• [E-mail Credentials to]：アカウントを設定するユーザの電子メールアドレスを入力します。こ
れは必須フィールドです。

（注） SMTP メール サーバは、ゲスト アカウント情報の送信に使用できるように、Cisco Prime 
Infrastructure で設定する必要があります。詳細については、『Cisco Wireless System 
Configuration Guide』を参照してください。

• [Description]：説明を入力します。説明は、[Security] > [Local Net Users] で資格情報を適用する 
WLC に表示されます。これはゲストに送信できる電子メールにも含まれ、ネットワークへの
アクセスにどのような資格情報を使用するかを知らせます。

• [Disclaimer]：ゲスト ユーザに送信できる電子メールで使用され、ネットワークへのアクセス
にどのような資格情報を使用するかを知らせます。

ステップ 4 設定が終わったら [Save] をクリックします。図 10-43 に示す画面が表示され、スケジュールされ
たアカウントが作成されたことを確認できます。管理者には、資格情報をゲスト ユーザに印刷す
るか電子メールで送信するオプションも表示されます。
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図 10-43 スケジュールされたアカウントの正常な作成

ステップ 5 必要に応じて、[Print/Email Guest User Credentials] をクリックします。図 10-44 に示す画面が表示
されます。

図 10-44 ゲスト ユーザ詳細の印刷または電子メールでの送信
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アカウントの詳細を印刷または電子メールで送信すると、図 10-45 に示すようなサマリー画面が
表示されます。[User Name] をクリックすることにより、管理者はゲスト アカウントに戻って編
集したり、[User Name] の隣のボックスをオンにしてプルダウン選択リストから [Delete Guest 
User] を選択することにより、ゲスト アカウントを削除できます。

図 10-45 Cisco Prime Infrastructure ゲスト ユーザのサマリー

（注） ユーザがアクティブな状態で Cisco Prime Infrastructure からユーザ テンプレートを削除すると、
そのユーザの認証が解除されます。

これで、Cisco Prime Infrastructure の Lobby Ambassador インターフェイスを使用したゲスト アカ
ウントの作成に必要な手順は終了です。

アンカー コントローラ上でのゲスト資格情報の直接管理

次の手順では、ネットワーク管理者が、ロビー管理者の特権を使用して 1 つ以上のアンカー コン
トローラ上にローカル管理アカウントを設定しているものとします。

ステップ 1 システム管理者が割り当てたロビー管理者の資格情報を使用してアンカー コントローラにログ
インします。コントローラの Web 管理に対して HTTP/HTTPS を許可するには、ファイアウォー
ルを通してコンジットを開く必要があります。「アンカー コントローラの位置決め」を参照して
ください。

ログインすると、図 10-46 に示すような画面が表示されます。

図 10-46 アンカー コントローラのログイン
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ステップ 2 [New] をクリックします。

図 10-47 に示す画面が表示されます。

図 10-47 ローカル WLC ゲスト資格情報の作成

ステップ 3 ユーザ資格情報を作成するには、次の手順を実行します。

1. ユーザ名とパスワードを入力します（手動または自動）。

2. ゲスト アカウントを適用する WLAN/SSID を選択します。その際、L3 Web ポリシーが設定さ
れた WLAN だけが表示されます。

3. 資格情報の有効期間を入力します。

4. 必要に応じてユーザ ロールを入力します。

5. ユーザの説明を入力します。

ステップ 4 [Apply] をクリックします。

図 10-48 に示すような画面に、新しく追加されたゲスト ユーザが表示されます。
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図 10-48 アンカー WLC ゲスト ユーザのリスト

この画面では、次の機能を実行できます。

• 既存のユーザの編集（右端のリンク。非表示）

• 既存のユーザの削除（右端のリンク。非表示）

• 新規のユーザを追加します。

ユーザ アカウントの 大数の設定

コントローラ上で指定可能なゲスト ユーザ アカウントのデフォルト数は 2048 です。この値は、
次の手順を実行することによって変更できます。

ステップ 1 [Security] タブをクリックします。（図 10-49 を参照）。

図 10-49 ユーザ アカウントの 大数の設定

ステップ 2 左側のペインで、AAA プロパティの下の [General] をクリックします。

ステップ 3 ユーザ データベース エントリの 大数を設定します（ 大 2048）。

ステップ 4 [Apply] をクリックします。
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大同時ユーザ ログイン

WLC 上のローカル ユーザ アカウントの同時ログインの 大数を設定することができます。同時
ログイン数を無制限にする場合は、値を 0 にします。値を 1 ～ 8 に制限することもできます。ユー
ザ ログインの 大数は、次の手順で設定されます。

ステップ 1 [Security] タブをクリックします。（図 10-50 を参照）。

図 10-50 ユーザ ログイン ポリシー

ステップ 2 左側のペインで、AAA の下の [User Login Policies] をクリックします。

ステップ 3 同時ユーザ ログインの 大数を設定します（0 ～ 8）。

ステップ 4 [Apply] をクリックします。

ゲスト ユーザの管理に関する注意事項

次の警告に注意してください。

• ゲスト アカウントは、上記の方法か、2 つの方法を同時に使用して追加できます。

• Cisco Prime Infrastructure の使用時に、コントローラの設定が 近 Cisco Prime Infrastructure 
と同期されていない場合、ロビー管理者はローカルのアンカー コントローラ上で作成され
た可能性のあるユーザ アカウントを表示できないことがあります。この場合に、すでに 
WLC で設定されているユーザ名で Cisco Prime Infrastructure のロビー管理者がアカウント
を追加しようとすると、ローカル設定が Cisco Prime Infrastructure 設定で上書きされます。

• ローカル管理者がユーザ アカウントをローカルのコントローラ上に追加するときには、
Cisco Prime Infrastructure 経由で作成されたものも含めて、作成されたすべてのアカウントを
表示できます。

• ゲスト ユーザが WLAN に対して認証された状態で、資格情報が Cisco Prime Infrastructure ま
たはローカルのコントローラ上から削除されると、ユーザ トラフィックのフローが停止し、
ユーザの認証が解除されます。
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その他の機能とソリューション オプション
その他の機能とソリューション オプション

Web ポータル ページの設定と管理

内部 Web サーバと関連機能は、ローカルのアンカー コントローラ上でホストされます。認証ま
たはパススルー用の Web ポリシーを使用するように WLAN を設定した場合は、デフォルトで内
部 Web サーバが呼び出されます。それ以上の設定は必要ありません。内部ポータルには、オプ
ションの設定パラメータがいくつか用意されています。

内部 Web ページの管理

ステップ 1 [Security] タブをクリックします。

ステップ 2 左側のペインで、[Web Auth] をクリックして、[Web Login Page] をクリックします。

図 10-51 に示すような設定画面が表示されます。ポータル ページに表示される見出しとメッ
セージ情報を変更できます。また、認証後のリダイレクト URL を選択することもできます。

図 10-51 Web ログイン ページ設定画面

ステップ 3 [Apply] をクリックします。

ステップ 4 必要に応じて、[Preview] をクリックして、ユーザに表示されるリダイレクト先のページを確認し
ます。
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Web ページのインポート

カスタマイズされた Web ページをダウンロードして、ローカルのアンカー コントローラ上に保
存できます。カスタマイズされた Web ページをインポートするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Commands] タブをクリックします（図 10-52 を参照）。

図 10-52 Web ページのインポート

ステップ 2 [File Type] で [Web Auth Bundle] を選択します。

ステップ 3 ファイルが存在する TFTP サーバの IP アドレスとファイル パスを指定します。

ステップ 4 [Download] をクリックして、ダウンロードを開始します。

Web 認証バンドルをダウンロードする際には、次の点に注意してください。

• プルダウン選択リストから [Web Auth Bundle] を選択して、ファイルがコントローラ上の正
しいディレクトリに保存されるようにします。

• [Web Auth Bundle] は、カスタム Web ログイン ページに関連付けられている、HTML ファイル
とイメージ ファイルの .tar ファイルである必要があります。ダウンロード後に、WLC に
よってファイルが untar され、適切なディレクトリに格納されます。

• [Web Auth Bundle]（.tar ファイル）は、1 MB より大きくてはなりません。

• HTML ログイン ページのファイル名は、login.html にする必要があります。

カスタマイズされた Web ページのダウンロードと使用方法の詳細は、『Cisco Wireless Controller 
Configuration Guide』を参照してください。
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インポートした Web 認証ページの選択

コントローラにダウンロードしたカスタマイズ済みの Web 認証ページを使用するには、次の手
順を実行します。

ステップ 1 [Security] タブをクリックします。

ステップ 2 左側のペインで、[Web Auth] をクリックして、[Web Login Page] をクリックします。

ステップ 3 [Web Authentication Type] プルダウン選択リストから [Customized (Downloaded)] を選択します。

ステップ 4 [Preview] をクリックして、ダウンロードしたページを表示します。

ステップ 5 後に、[Apply] をクリックします（図 10-53 を参照）。

図 10-53 インポートした Web 認証ページの選択
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内部 Web 証明書の管理

Web 認証ログイン ページでは、ユーザ資格情報を保護するために SSL が使用されます。コント
ローラでは、簡単な自己署名証明書が使用されます。証明書が自己署名されたものであるため、
ゲスト ユーザが図 10-54 に示すような認証ページにリダイレクトされると、次のようなポップ
アップ アラートが表示されます。

図 10-54 Web 証明書セキュリティ アラート（Firefox 39.0 および Safari）

この時点で、[Yes] をクリックして先に進むか、[View Certificate] を選択してそのページを信頼さ
れたサイトとして手動でインストールできます。Web サーバでは、「アンカー WLC の設置および
インターフェイスの設定」で設定された仮想インターフェイスの IP アドレスが発信元アドレス
として使用されます。ホスト名を IP アドレスとともに指定する場合は、ホスト名が DNS によっ
て解決されるときに、次の条件を満たすようにする必要があります。

• クライアントが Web 認証ページにリダイレクトされる。

• ユーザが、ホスト名とホスト IP アドレスの矛盾が原因の Web 認証エラーに遭遇しない。

外部 Web 証明書のインポート

信頼できるルート CA によって発行された正式な Web 証明書が必要な場合は、次の手順を実行
することによって、コントローラにダウンロードできます。

ステップ 1 [Security] タブをクリックします。

左側のペインで、[Web Auth] をクリックして、[Certificate] をクリックします（図 10-55 を参照）。
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図 10-55 外部 Web 証明書のインポート

ステップ 2 [Download SSL Certificate] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 証明書のダウンロードに必要な情報を各フィールドに入力します。

ステップ 4 [Apply] をクリックします。

ステップ 5 証明書をダウンロードしたら、サーバを再起動します。

外部 Web リダイレクションのサポート

企業では、有線のゲスト アクセスまたは NAC 機能をサポートする Web ポータル システムがす
でに展開されている場合があります。そのような場合は、無線ゲスト ユーザを外部 Web ポータ
ルにリダイレクトするように、アンカー コントローラを次の手順で設定できます。

ステップ 1 [Security] タブをクリックします。

ステップ 2 左側のペインで、[Web Auth] をクリックして、[Web Login Page] をクリックします（図 10-56 を
参照）。
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図 10-56 外部 Web リダイレクションのサポート

ステップ 3 [Redirect URL after login] および [External Webauth URL] フィールドに入力します。

ステップ 4 [Apply] をクリックします。

アンカー WLC 事前認証 ACL
事前認証 ACL は、ゲスト WLAN に適用できます。これにより、認証されていないクライアント
が、認証前に特定のホストまたは URL の宛先に接続できます。事前認証 ACL はゲスト WLAN の
レイヤ 3 セキュリティ設定で適用されます。有効になっている場合、アンカー WLC 上でのみ実
行されます（図 10-57 を参照）。
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図 10-57 WLAN 事前認証 ACL

特定の ACL は、[Security] > [Access Control Lists] で設定されます（図 10-58 および図 10-59 を参照）。

図 10-58 WLC アクセス コントロール リスト

（注） 事前認証 ACL が Web 認証ポリシーとともに使用される場合、DNS 要求を許可するルールが含ま
れている必要があります。含まれていない場合、クライアントは、ACL によって許可される宛先
ホスト/URL に解決して接続することができません。
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図 10-59 事前認証 ACL の例

外部 RADIUS 認証

「ゲスト ユーザの認証」で説明したように、ゲスト資格情報をローカルのアンカー コントローラ
上に作成して保存する代わりに、外部 RADIUS サーバを使用してゲスト ユーザを認証できま
す。この方法を使用する場合は、「ゲスト アカウント管理」で説明したロビー管理機能は使用でき
ません。その他のいくつかのゲスト管理システムと外部 RADIUS サーバの併用が考えられます。

外部 RADIUS サーバを使用するようにゲスト WLAN を設定するには、アンカー コントローラ上
で次の設定手順を実行します。

RADIUS サーバの追加

ステップ 1 [Security] タブをクリックします。

サマリー画面が表示されます（図 10-60 を参照）。
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図 10-60 [Summary] 画面

ステップ 2 [New] をクリックします。

図 10-61 に示す画面が表示されます。

図 10-61 RADIUS サーバ設定の定義
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ステップ 3 RADIUS サーバの設定を定義するには、RADIUS サーバ上で指定したように、IP アドレス、共有
秘密、および認証ポート番号を設定します。

[Network User] チェックボックスがオフになっていると、RADIUS サーバは、特定の WLAN の 
RADIUS 設定でそのサーバが明示的に選択されているときにだけユーザ認証に使用されます。
また、[Network User] チェックボックスがオンになっていると、RADIUS サーバが、そのサーバの
優先順位に基づいて、すべてのユーザ認証に使用されます。

ステップ 4 [Apply] をクリックします。

図 10-62 に示すサマリー画面には、新しく追加されたサーバが表示されます。

図 10-62 [Summary] 画面

ステップ 5 RADIUS サーバを選択するには、[WLANs] タブをクリックします。

図 10-63 に示す画面が表示されます。

図 10-63 [WLANs] タブ

ステップ 6 ゲスト WLAN を探して、その [Profile Name] をクリックします。

図 10-64 に示すように、ゲスト WLAN の設定画面が表示されます。
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ゲスト アクセス機能の確認
図 10-64 ゲスト WLAN の設定画面

ステップ 7 [WLAN Security] タブで [AAA Servers] を選択します。

ステップ 8 [Authentication Servers] のプルダウン選択リストから、Web 認証に使用する RADIUS サーバを選
択します。

ゲスト アクセス機能の確認
ゲスト アクセス サービスは、ユーザが次の条件を満たしている場合に正しく機能します。

• ゲスト WLAN への関連付けが可能。

• DHCP 経由で IP アドレスを受信する。

• ブラウザを開くと、Web 認証ページにリダイレクトされる。

• 資格情報を入力して、インターネット（またはその他の許可されたアップストリーム サービ
ス）に接続する。

CMX ゲスト Wi-fi
CMX CONNECT & ENGAGE は、カスタマイズ可能なロケーション認識型のゲスト キャプティ
ブ サービスです。このサービスを使用すると、カスタマイズされた直感的なオンボーディング 
エクスペリエンスを訪問者に提供できます。このサービスでは、次の 2 種類のオンボーディング 
エクスペリエンスを訪問者に提供できます。

カスタム ポータル：

• 施設の管理者が、カスタマイズしたブランディングおよび広告を使用してゲスト スプラッ
シュ ページを作成、ホストできます。

• OAuth 2.0 を使用した Facebook、Instagram、Foursquare とのソーシャル ネットワーク認証を
提供します。

• OAuth 2.0 ユーザ ソーシャル情報を収集します。
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Facebook Wi-Fi：

• 施設の管理者が施設の Facebook ページを、ビジターを対象とした無料 Wi-Fi ホットスポッ
トとして利用できます。

• ビジターは、施設の Facebook ページにアクセスした後で、無料 Wi-Fi にアクセスできます。

• デモグラフィック レポートから施設のカスタマー ベースを把握できます。

Cisco CMX Connect サービスの新機能の一覧については、次の URL にある Cisco CMX ポータル
を参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.htm
l#~stickynav=1

CMX Connect

CMX Connect は、オンプレミスまたはクラウド ベースのソリューションとして使用できます。
CMX Connect サービスを使用すれば、簡単にカスタマイズ可能なキャプティブ ポータルを作成
したり、複数のオンボーディング オプションを通じて訪問者情報を収集したりすることができ
ます。組織は、キャプティブ ポータル上で、またはモバイル アプリケーション、デジタル サイ
ネージ、オフライン マーケティングなどの外部メディアを介して訪問者と関わり合うことがで
きます。

包括的な導入ガイドについては、次の URL を参照してください。

https://support.cmxcisco.com/hc/en-us/articles/216598448-Set-Up-Cisco-CMX-Connect

ゲスト ユーザの管理（クライアントのホワイトリスト化）
ロビー アンバサダーの MAC フィルタリング機能の目的は、ゲスト ユーザ管理でワイヤレス 
LAN コントローラ上のクライアントのホワイトリスト化を行えるようにすることです。

この機能を使用すると、特定の WLAN SSID でクライアントをホワイトリスト化できます。 終
目標は、特定の WLAN にアクセスできるクライアントを制御することです。この機能では、
WLAN の MAC フィルタリング オプション、ロビー管理者ユーザの追加、WLAN でホワイトリス
ト化されたクライアントのリストを保存するための AAA データベースの再利用などの既存の
機能を使用します。

ワーク フロー

この機能のシーケンスは次のとおりです。

1. グローバル管理者が WLC にロビー管理者のユーザ アカウントを追加します。

2. グローバル管理者が WLC 上の必要な WLAN でロビー管理者のアクセスを有効にします。

3. ロビー管理者が WLC 上のゲスト管理ページにログインします。

4. ロビー管理者が、クライアントのホワイトリスト化を有効にする必要がある（ロビー管理者
がアクセスできる）WLAN を選択します。

5. ロビー管理者が WLAN の MAC フィルタリングを無効にします。

6. ロビー管理者に、現在接続しているクライアントのリストと選択した WLAN ですでに追加
されている（ホワイトリスト化されている）クライアントが表示されます。
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7. ロビー管理者が、アソシエートしているクライアントのリストからすべてのクライアントを
選択するか、使用可能なフィルタリング オプションに基づいて特定のクライアントを選択
します。

8. ロビー管理者が必須クライアントまたはすべてのクライアントをホワイトリスト バケット
に追加します。

9. ロビー管理者が WLAN の MAC フィルタリングを有効にします。

読み取り/書き込み管理者とロビー管理者のロールは、次の順序で分類されます。

管理者特権を持つユーザ

• 読み取り/書き込みアクセス権を持つ管理者ユーザは、WLC にローカル管理者（ロビー管理
者）を作成します。

• 読み取り/書き込み管理者は、クライアントのホワイトリスト化を有効にする選択済みの 
WLAN でロビー管理者アクセスを設定する必要もあります。

ユーザ ロビー管理者ロール

• WLC のゲスト ユーザ Web ページにログインします。

• ロビー管理者アクセスが有効になっている WLAN/SSID のリストとその WLAN/SSID に接
続しているすべてのクライアントのリストを表示します。

• 選択した WLAN で MAC フィルタリング オプションを有効にするためのアクセス権を付与
します。

• ホワイトリストにクライアント MAC アドレスを追加/削除するためのアクセス権を付与し
ます。
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